
✽返礼品は品切れになる可能性があります。ご了承ください。

おかざき応援寄附金返礼品一覧
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【寄附金区分5,000円以上】

【1259270】
手作りクッキー お味見
セット【北海道産小麦
100%】/10種/各3個/30個
入り

保存料不使用で、自然素材を使った、10種30個のクッキー
お味見セット。北海道産ゆきんこ（小麦粉）、北海道産よつ葉
バター、鹿児島県産の原糖、愛知県産のたまご、アルミフ
リーのベーキングパウダーを使用し、素材にこだわった安心
なバタークッキーです。お味は以下内容の12種の内10種に
なっています。

ココア アーモンドチョコ くるみ チョコチップ キャラメル
抹茶 紅茶 シュガー チェリー シナモン ほうじ茶ラテ
ローズマリー
※個数の内訳、味の種類の指定はできません。

■お礼品の内容について
・お味見セット/クッキー/10種[30個入り]

■賞味期限
・製造日から40日

■注意事項/その他
※手作業のため形・大きさにばらつきがある場合がございま
す。ご了承ください。
※原材料の一部に小麦・乳・卵・くるみを含みます。

※画像はイメージです

特定非営利活動
法人ハートフルフ
レンズ

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分8,000円以上】

【1271550】
【RayES／レイエス】ダブ
ルウォールグラス RDS-
004 200ml

職人が「吹きガラス」という手法でつくるグラス。耐熱ガラス
でできているからホットもOK。「二重構造」により結露しにく
く、保冷・保温効果もあり、手で持っても熱くない、という嬉し
い機能がいっぱいです。
日本を代表するホテルや飲食店でも取り扱われている一品
です。

■内容量
・ダブルウォールグラス RDS-004[200ml 1個]
サイズ： 約幅・奥行84（底55）×高さ85mm
重量： 約115g

■原材料
耐熱ガラス（耐熱温度差120℃・食洗機可・電子レンジ可）

■注意事項/その他
※耐熱ガラスのため、普通のガラスや写真とイメージが異な
ることもごさいます。
※電子レンジ・食洗機のご使用の際は、グラスに損傷がな
いか、電気機器の取扱説明書にて、使用可能なサイズ・温
度設定・洗剤などをご確認いただいたうえでご使用下さい。
※グラス底面の粒状（封止）は、生産上必要なもので不良品
ではありません。品質等に問題はありませんので、予めご
了承ください。
※手づくりのため、形状や仕上り、サイズ、重量、厚さ等に
誤差が生じますこと、若干のがたつき、製法上やむを得ず、
擦りキズのような線やポッチ、円状模様、型跡がみられ、気
泡が混入している場合がありますこと、ご了承ください。
※画像はイメージです。

レイエスダブル
ウォールグラス

商品名 画像 業者名

【1272214】
【RayES／レイエス】ダブ
ルウォールグラス RDS-
004bf 200ml フロスト

職人が「吹きガラス」という手法でつくるグラス。耐熱ガラス
でできているからホットもOK。「二重構造」により結露しにく
く、保冷・保温効果もあり、手で持っても熱くない、という嬉し
い機能がいっぱいです。
フロスト加工により、雲のような自然なデザインが表現され
ており、飲料を入れたときに二重構造の見た目も楽しめま
す。
日本を代表するホテルや飲食店でも取り扱われている一品
です。

■内容量
・ダブルウォールグラス RDS-004bf フロスト[200ml 1個]
サイズ： 約幅・奥行84（底55）×高さ85mm
重量： 約115g

■原材料
耐熱ガラス（耐熱温度差120℃・食洗機可・電子レンジ可）

■注意事項/その他
※耐熱ガラスのため、普通のガラスや写真とイメージが異な
ることもごさいます。
※電子レンジ・食洗機のご使用の際は、グラスに損傷がな
いか、電気機器の取扱説明書にて、使用可能なサイズ・温
度設定・洗剤などをご確認いただいたうえでご使用下さい。
※グラス底面の粒状（封止）は、生産上必要なもので不良品
ではありません。品質等に問題はありませんので、予めご
了承ください。
※手づくりのため、形状や仕上り、サイズ、重量、厚さ等に
誤差が生じますこと、若干のがたつき、製法上やむを得ず、
擦りキズのような線やポッチ、円状模様、型跡がみられ、気
泡が混入している場合がありますこと、ご了承ください。
※画像はイメージです。

レイエスダブル
ウォールグラス
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【寄附金区分8,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1268651】
葵生はちみつ（Present
Box)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵生はちみつ（Present Box）[25ｇ×3]

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園

【1269161】
山里のめぐみ！ときなん
の自然薯・夢とろろ
600g(切芋・規格外品)

【申込受付期間】
～2022年1月10日

愛知県のオリジナルブランド「夢とろろ」は、従来品と比べて
粘りが良く、自然薯特有の香りも高いのが自慢。自然薯栽
培歴３５年以上の常南自然じょ生産組合が、種まきから2年
の歳月をかけて栽培しています。こちらは、贈答用には向か
ない規格外品を、扱いやすいように短く切って箱詰めしたお
得品です。
600ｇ入りなので、定番のとろろ汁ならなんと6～8人前分にも
なります。また、すりおろしたものに塩を振り、そのまま海苔
で包んで素揚げして食べる「磯辺揚げ」や、蔓に近い部分を
スライスして麺つゆか醤油をたらして食べる「お刺身」なども
おすすめ。

■内容量
・自然薯(夢とろろ)[600ｇ 1箱]

■賞味期限
出荷日＋6日

■注意事項/その他
※自然薯を入れている袋のままか新聞紙等に包んで冷蔵
庫の野菜室に入れ、なるべく1週間くらいで使い切ることをお
勧めします。
※すりおろしてフリーザーバッグ等に入れ冷凍室で凍らせて
いただければ、1か月程度はそのままの風味がお楽しみい
ただけます。

※画像はイメージです。

常南自然じょ生産
組合受付期間外
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【寄附金区分8,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1213899】
三河布史(みかわぶし)
がら紡タオル

伝統的な「がら紡」で紡いだこだわりのタオル。
太いところと細いところがランダムに出てくるので、まるで手
紡ぎ糸のように柔らかく、綿そのものの性質をそのまま残し
ています。吸水性、吸油性、保水性に優れ、お身体洗いに
おすすめ。
西洋紡績では繊維が短すぎて捨てられてしまう木綿の「落
ち綿」を使用しており、環境にもやさしいタオルです。

■内容量
・三河布史 タオルサイズ(20×90cm)[80g×1枚]

■原材料・成分
木綿(農薬不使用)100%
たて糸・よこ糸ともにがら紡糸使用
縫い糸:綿100%糸使用

※画像はイメージです。

有限会社ファナビ
ス
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【寄附金区分9,000円以上】

【1266283】
手風琴のしらべ１２個入１
箱

１４４層の折パイで北海道小豆のこしあんを包んだ「手風琴
のしらベ」。あっさりした甘みとなめらかさが特徴のこしあん
は、発酵バターの香るパイとマッチして皆様に愛され続けて
います。
カワイイ紙風船も入ったお手土産に使いやすいパッケージ
で、紙手提げも一緒にお付けし、外箱を包装してお届けしま
す。

■内容量
・手風琴のしらべ[１２個入×１箱]

■賞味期限
・製造日から40日

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

合名会社備前屋

【1262466】
おかざき楽の湯 全日入
泉券3枚

岡崎市内のスーパー銭湯「おかざき 楽の湯」の入泉券3枚
セット。JR「岡崎駅」より徒歩15分ほどに位置し、無料駐車
場（200台）も完備しています。
自慢の大庭園露天風呂をはじめ、開放感満天の中5種のお
湯を楽しむことができる楽の湯。内風呂では高濃度炭酸泉
や各種アイテムバス、大型スタジアム湿式サウナとスチー
ム塩サウナの2種類のサウナを完備し、内風呂も存分に楽
しめます。
また、入泉料のみで「コミック1万冊」「フィットネスコーナー」
「リクライナーコーナー」「屋外大型子供広場」「フリーWi-Fi」
等を無料でご利用可能です。

■内容量
・おかざき楽の湯[全日入泉券3枚]

■注意事項/その他
※寄付お申し込み後、おかざき楽の湯よりチケットを送付し
ます。
※ご予約は必要ありません。ご到着時にフロントにお渡しく
ださい。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ナカシ
ロ

【1271552】
【RayES／レイエス】ダブ
ルウォールグラス RDS-
002 300ml

職人が「吹きガラス」という手法でつくるグラス。耐熱ガラス
でできているからホットもOK。「二重構造」により結露しにく
く、保冷・保温効果もあり、手で持っても熱くない、という嬉し
い機能がいっぱいです。
日本を代表するホテルや飲食店でも取り扱われている一品
です。

■内容量
・ダブルウォールグラス RDS-002[300ml 1個]
サイズ： 約幅・奥行86（底60）×高さ114mm
重量： 約175g

■原材料
耐熱ガラス（耐熱温度差120℃・食洗機可・電子レンジ可）

■注意事項/その他
※耐熱ガラスのため、普通のガラスや写真とイメージが異な
ることもごさいます。
※電子レンジ・食洗機のご使用の際は、グラスに損傷がな
いか、電気機器の取扱説明書にて、使用可能なサイズ・温
度設定・洗剤などをご確認いただいたうえでご使用下さい。
※グラス底面の粒状（封止）は、生産上必要なもので不良品
ではありません。品質等に問題はありませんので、予めご
了承ください。
※手づくりのため、形状や仕上り、サイズ、重量、厚さ等に
誤差が生じますこと、若干のがたつき、製法上やむを得ず、
擦りキズのような線やポッチ、円状模様、型跡がみられ、気
泡が混入している場合がありますこと、ご了承ください。
※画像はイメージです。

レイエスダブル
ウォールグラス

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分9,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1272215】
【RayES／レイエス】ダブ
ルウォールグラス RDS-
002bf 300ml フロスト

職人が「吹きガラス」という手法でつくるグラス。耐熱ガラス
でできているからホットもOK。「二重構造」により結露しにく
く、保冷・保温効果もあり、手で持っても熱くない、という嬉し
い機能がいっぱいです。
フロスト加工により、雲のような自然なデザインが表現され
ており、飲料を入れたときに二重構造の見た目も楽しめま
す。
日本を代表するホテルや飲食店でも取り扱われている一品
です。

■内容量
・ダブルウォールグラス RDS-002bf フロスト[300ml 1個]
サイズ： 約幅・奥行86（底60）×高さ114mm
重量： 約175g

■原材料
耐熱ガラス（耐熱温度差120℃・食洗機可・電子レンジ可）

■注意事項/その他
※耐熱ガラスのため、普通のガラスや写真とイメージが異な
ることもごさいます。
※電子レンジ・食洗機のご使用の際は、グラスに損傷がな
いか、電気機器の取扱説明書にて、使用可能なサイズ・温
度設定・洗剤などをご確認いただいたうえでご使用下さい。
※グラス底面の粒状（封止）は、生産上必要なもので不良品
ではありません。品質等に問題はありませんので、予めご
了承ください。
※手づくりのため、形状や仕上り、サイズ、重量、厚さ等に
誤差が生じますこと、若干のがたつき、製法上やむを得ず、
擦りキズのような線やポッチ、円状模様、型跡がみられ、気
泡が混入している場合がありますこと、ご了承ください。
※画像はイメージです。

レイエスダブル
ウォールグラス

【1272220】
【RayES／レイエス】ダブ
ルウォールグラス RDS-
002dnmbk 300ml ナガ
レ

職人が「吹きガラス」という手法でつくるグラス。耐熱ガラス
でできているからホットもOK。「二重構造」により結露しにく
く、保冷・保温効果もあり、手で持っても熱くない、という嬉し
い機能がいっぱいです。
日本を代表するホテルや飲食店でも取り扱われている一品
です。
流れるような模様が3面にわたってデザインされています。

■内容量
・ダブルウォールグラス RDS-002dnmbk デザインシリー
ズ・ナガレ[300ml 1個]
サイズ： 約幅・奥行86（底60）×高さ114mm
重量： 約175g

■原材料
耐熱ガラス（耐熱温度差120℃・食洗機可・電子レンジ可）

■注意事項/その他
※耐熱ガラスのため、普通のガラスや写真とイメージが異な
ることもごさいます。
※電子レンジ・食洗機のご使用の際は、グラスに損傷がな
いか、電気機器の取扱説明書にて、使用可能なサイズ・温
度設定・洗剤などをご確認いただいたうえでご使用下さい。
※グラス底面の粒状（封止）は、生産上必要なもので不良品
ではありません。品質等に問題はありませんので、予めご
了承ください。
※手づくりのため、形状や仕上り、サイズ、重量、厚さ等に
誤差が生じますこと、若干のがたつき、製法上やむを得ず、
擦りキズのような線やポッチ、円状模様、型跡がみられ、気
泡が混入している場合がありますこと、ご了承ください。
※画像はイメージです。

レイエスダブル
ウォールグラス
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【寄附金区分9,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1272146】
葵生はちみつ2個セット
(Gold＆Silver)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵生はちみつ2個セット(Gold＆Silver)[（25g×2個）を２セッ
ト]

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園

【1277031】
【ハナロロ】ポトラ60L専用
ニットカバー（ベージュ）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・ビーズクッション ポトラ60リットル専用 ニットカバー(ベー
ジュ)[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（ベージュ）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※ポトラ60L本体は、別お礼品【1215113】または【1215114】
（20,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ
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【寄附金区分9,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1277033】
【ハナロロ】ポトラ60L専用
ニットカバー（チャコール
グレー）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・ビーズクッション ポトラ60リットル専用 ニットカバー(チャ
コールグレー)[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（チャコールグレー）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※ポトラ60L本体は、別お礼品【1215113】または【1215114】
（20,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

【1273139】
【200ｇ×３】江戸時代から
続く八丁味噌2社×創業
50年老舗とんかつ屋の
秘伝みそだれ

岡崎の老舗、「カクキュー八丁味噌」「まるや八丁味噌」で職
人が伝統的な製法によって作る八丁味噌と、老舗とんかつ
屋「一休」のオリジナル味噌を独自の配合でブレンドしたみ
そだれ。１つずつ手作業で丁寧にお作りしています。
とんかつにかけるのはもちろん、おでん、どて煮、肉みそ炒
めなど様々なお料理にお使いいただけます。

■内容量
・みそだれ[200g×3個]

■賞味期限
製造日から6か月

■原材料・成分
豆みそ(国内製造)、砂糖、酒、山椒、ハーブ、(一部に大豆
を含む）

■注意事項/その他
・おいしさを保つため、開封後は冷蔵庫に保存し、お早めに
お召し上がりください。
・白い斑点上のものは、アミノ酸の一種（チロシン）でよく熟
成させたみその特徴です。
・ご使用後はキャップを閉めて立てて保存してください。

※画像はイメージです。

有限会社一休
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【寄附金区分10,000円以上】

【1200014】
赤だし味噌2種詰合せ
AS-２

地元岡崎で人気のゴールド赤だしと三葉葵赤だしの詰合せ
です。濃い口のゴールド赤だしとキメの細かい味わいの三
葉葵赤だしを食べ比べいただけます。

■内容量
・ゴールド赤だし 900g
賞味期限:製造日より360日

・三葉葵赤だし 900g
賞味期限:製造日より360日

※画像はイメージです。

株式会社 まるや八
丁味噌

【1200024】
バスセット（木製バス1
個、家3個、バス停1個）

地元岡崎産の杉・桧を使用し、自社で一つ一つ丁寧に製作
しています。丸みを帯びた車体は、すべすべしていて手触り
が良く小さな手でも持ちやすくなっています。タイヤは取り外
しが可能になっておりますので、指先を使ってタイヤ交換を
お楽しみいただけます。建物は積み木として遊ぶこともでき
ます。想像力と創造力を刺激する木のおもちゃで遊んでみ
ませんか。

■内容量
・バス(幅80mm×長さ120mm×高さ75mm)140g
・家・小(幅45mm×奥行45mm×高さ65mm)50g×2個
・家・横長(幅90mm×奥行45mm×高さ65mm)140g×1個
・バス停(幅45mm×奥行45mm×高さ90mm)20g×1個 総
重量400g
■原材料・成分・提供サービス詳細
バス本体…杉、車輪…桧、 家・小…桧、 家・横長…桧、バ
ス停…杉・桧
■注意事項/その他
車軸・バス停柱部分のみ外材を使用する場合があります。

※画像はイメージです。

小原木材株式会社

【1200025】
くるまセット（木製車1個、
家2個、標識1個）

地元岡崎産の杉・桧を使用し、自社で一つ一つ製作してい
ます。丁寧に作られた車体は、すべすべしていて手触りが
良く小さな手でも持ちやすくなっています。タイヤは全て取り
外しが可能になっておりますので、指先を使ってタイヤ交換
もお楽しみいただけます。建物は積み木として遊ぶこともで
きます。想像力と創造力を刺激する木のおもちゃで交通
ルールを学びながら遊んでみませんか。

■内容量
・車(幅80mm×長さ160mm×高さ60mm)155g
・家・小(幅45mm×奥行45mm×高さ65mm)50g×2個
・止まれ標識(幅45mm×奥行45mm×高さ90mm)20g×1個
総重量275g
■原材料・成分・提供サービス詳細
車:本体…杉、車輪…桧、 家・小…桧、 止まれ標識…杉・桧
■注意事項/その他
車軸・標識柱部分のみ外材を使用する場合があります。

※画像はイメージです。

小原木材株式会社

【1200026】
ほっと一息セット（木製ス
ピーカー、コースター）

地元岡崎産の桧を使用し、自社で製作しています。スピー
カーは、音楽や動画鑑賞を楽しめるスマホスタンドとしてお
使いいただけます。コースターは一つ一つに個性があり、表
情が違います。木の香りは心地よい時間を与えてくれます。
ほっと一息、癒されてみませんか。

■内容量
・スピーカー(幅185mm×奥行90mm×高さ45mm)130g
・コースター(直径80～90mm×厚み10mm)40g×2枚
総重量210g
■原材料・成分・提供サービス詳細
スピーカー…桧、コースター…桧

※画像はイメージです。

小原木材株式会社

業者名商品名 画像
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1200032】
岡崎ぬかたブランド ふる
さと蒟蒻 おもてなしセット
20号

手間のかかる製法で作り上げることで、気泡を作り、味付け
のしやすい蒟蒻「生芋蒟蒻」が生まれます。ばた練り缶蒸し
製法や、たっぷりのお湯を張った煮釜でゆっくりと炊き上げ
る「生芋蒟蒻」は、故郷の母が作ってくれたような蒟蒻です。
本物・健康・上質・美味しさにこだわり、長年にわたり信頼と
ブランド力を育み、ふるさとの美味しい蒟蒻を作り続けてき
ました。蒟蒻の成分のほとんどは「水」。だから澄んだ美味し
い水にこだわります。木曽山系の南端に位置する岡崎市の
東部(旧額田町)は、平成の名水百選に選ばれた地域です。
硬度0.2という軟水は、全国的にも注目されている水質で
す。ふるさとの水は、地域の農産物に豊かな恵みを与えてく
れます。皆様におもてなしの心を持って『ふるさと蒟蒻』をお
届けします。

■内容量
・生芋角こんにゃく 250g×2枚
・生芋糸こんにゃく 200g×2袋
・生芋きしめん風蒟蒻 200g×2袋
・岡崎いえやす田楽 蒟蒻200g、田楽味噌30g
・八丁味噌田楽蒟蒻 蒟蒻200g、田楽味噌30g
・炒める絡める蒟蒻 蒟蒻200g、たれ35g
・生芋小玉こんにゃく 150g
・生芋さしみ玉こん 200g
・青さのり さしみ玉こん 200g
■賞味期限:製造日から150日

※画像はイメージです。

味工房うめきん

【1200083】
おすすめスペシャルティ
コーヒーブレンド2種セット
（粉）

原材料を農園まで買い付けに行くなどしてこだわった、高品
質なスペシャルティコーヒーを使用したブレンド200g×2種の
セットです。 苦めのオリジナルブレンドと、爽やかなソフトブ
レンドを粉の状態でお届けします。

■内容量
コーヒー粉
オリジナルブレンド200g+ソフトブレンド200g (計400g)
■製造地
岡崎
■原材料・成分・提供サービス詳細
原材料:コーヒー豆
生豆生産国:ブラジル他(季節により異なります)

■期限
賞味期限:製造日から2ヵ月

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

有限会社 豆蔵

【1200120】
おすすめスペシャルティ
コーヒーブレンド2種セット
（豆）

原材料を農園まで買い付けに行くなどしてこだわった、高品
質なスペシャルティコーヒーを使用したブレンド200g×2種の
セットです。苦めのオリジナルブレンドと、爽やかなソフトブレ
ンドを豆の状態でお届けします。ご自身で粉にしてからご使
用ください。

■内容量
コーヒー豆
オリジナルブレンド200g+ソフトブレンド200g (計400g)
■原産地
ブラジル・コスタリカ・ホンジュラス
■製造地
岡崎
■原材料・成分・提供サービス詳細
原材料:コーヒー豆
生豆生産国:ブラジル他(季節により異なります)

■期限
賞味期限:製造日から2ヵ月

■注意事項/その他
・豆の状態でのお届けとなります。ご自身で粉にしてからご
使用してください。

※画像はイメージです。

有限会社 豆蔵
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1200125】
岡崎駒立ぶどう狩り入園
券セット（親子）

【申込受付期間】
～2022年6月20日

【発送時期】
2022年6月下旬から順次
発送予定

岡崎駒立ぶどう狩り組合に所属する7園でご使用いただけ
るぶどう狩り体験チケットです。大人1名様子供1名様のペア
チケットをお届けします。ぜひお楽しみください。

■内容量
・岡崎駒立ぶどう狩り組合 入園券(ぶどう狩り体験チケット)
大人入園券:1枚 小人入園券:1枚 計:2枚セット

■使用期限
・2022年8月1日～2022年9月30日

■注意事項/その他
・寄付お申し込み受付後、岡崎駒立ぶどう狩り組合より入園
券を送付いたします。
・ご予約は不要ですが、ご利用時はチケットを必ずご持参く
ださい。
ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出
来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)
・ヤマサ園、柴久園、ヤマオカ果園、マル京果園、常果園、
幸果園、マルタ園の7園でご使用いただけます。
・ぶどうが無くなり次第、ぶどう狩りを終了させていただきま
す。ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承
ください。
・チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
・チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

岡崎駒立ぶどう狩り
組合

【1200339】
岡崎駒立ぶどう シャイン
マスカット１kg

【申込受付期間】
～ 2022年8月29日

【発送時期】
2022年9月上旬頃より順
次発送予定

【配達外のエリア】離島

岡崎市北部の山間地で栽培しているシャインマスカットで
す。
駒立町は砂地で水はけがよく、昼夜の温度差があり、甘い
シャインマスカットができます。

■内容量
・岡崎駒立産シャインマスカット 1kg（2房程度）

■賞味期限
・発送日より1週間

※クール便（冷蔵）
※収穫状況により、発送予定から前後する場合がございま
す。
※生鮮物ですので期限は目安となります。状態をよくご確認
の上、到着後は、お早めにお召し上がりください。
※記載の期限は、発送日基準の目安となります。
※画像はイメージです。

岡崎駒立ぶどう狩り
組合

【1200356】
岡崎駒立産ぶどうジュー
ス＆ジャムセット

【申込受付期間】
～ 2022年8月29日

【発送時期】
2022年9月上旬頃より順
次発送予定

岡崎駒立産のぶどうで作った100%ジュースと、ぶどうジャム
のセットをお届けします。岡崎駒立産のぶどうをご堪能くださ
い。

■内容量
・岡崎駒立産ぶどうジュース 1L×2本
賞味期限：製造日より2年間

・岡崎駒立産ぶどうジャム 200g×1個
賞味期限：製造日より2年間

※画像はイメージです。

岡崎駒⽴ぶどう狩り
組合
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1201339】
心をを込めて心太（ところ
てん）詰め合わせ 10食
入り

創業明治15年、この道30年の職人が造るこだわりの心太
（ところてん）。厳選した国産天草（てんぐさ）を、半日かけて
徹底的に洗いじっくり煮出しますので、透明感と雑味のない
美味しい心太が生まれます。嫌な臭いもありません。まさに
「透明すぎる心太」です。定番の「三杯酢」や、関西でおなじ
みの「黒みつ」はもちろん、「柚子みつ」「檸檬みつ」「梅みつ」
と5種類の味をお楽しみいただけます。

■内容量
・（ところてん150g三杯酢20gごま0.5g）×2袋
・（ところてん150g黒みつ25g）×2袋
・（ところてん150g柚子みつ25g）×2袋
・（ところてん150g檸檬みつ28g）×2袋
・（ところてん150g梅みつ26g）×2袋
■原材料・成分・提供サービス詳細
・ところてん：天草（国産）
■賞味期限：製造日より60日

※お礼品到着後は涼しいところで保管してください。
※画像はイメージです。

合資会社池田屋

【1202263】
えんぴつ矢 10本セット

消しゴム付きで太さや長さは通常のえんぴつと同じです。本
物の矢と同じ、小山矢のオリジナルブランド「矢龍」のデザイ
ン羽根(ターキー)を使用しています。飾ってよし、使ってよし
の一品です。記念品やお届けものにどうぞ。

■内容量
・えんぴつ矢 10本
長さ：約19cm(1本当たり)

■原材料・成分・提供サービス詳細
・えんぴつ：木製
・羽根：七面鳥
※羽根の柄は選べません。

※画像はイメージです。

有限会社小山矢

【1203296】
咲く石シリーズ『一輪の
バラ』 大輪赤いバラ

台座はみかげ石(国内外産を使用)バラの花は造花赤(色、
大きさは多少異なる場合があります)みかげ石と花とのコラ
ボした新しい製品です。玄関先やリビングのオブジェや、お
部屋の小粋なアクセントとしてご利用ください。綺麗な赤い
バラがいつまでも楽しめます。また贈答品、お返しの品とし
ても人気があります。製品は一つ一つ手作りで製造し、アク
リルケースに入れて出荷いたします。

■内容量
・咲く石シリーズ 『一輪のバラ』 大輪赤いバラ（１㎏） １個
■原材料・成分・提供サービス詳細
・台座:みかげ石(中国産)
・バラの花:造花(中国産) (サイズ:90x90x80mm )
■付属品
・アクリルBOX (サイズ:95x95x95mm)
■注意事項/その他
・台座のみかげ石は、加工材料により多少石目、色目に細
粗濃淡があります。
・バラの花色は、仕入れ状況により多少濃淡があります。

※画像はイメージです。

岡崎石工業株式会
社
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1203297】
咲く石シリーズ『一輪の
バラ』 大輪青いバラ

台座はみかげ石(国内外産を使用)バラの花は造花青(色、
大きさは多少異なる場合があります)みかげ石と花とのコラ
ボした新しい製品です。玄関先やリビングのオブジェ、お部
屋の小粋なアクセントとしてご利用ください。綺麗な青いバラ
がいつまでも楽しめます。また贈答品、お返しの品としても
人気があります。製品は一つ一つ手作りで製造し、アクリル
ケースに入れて出荷いたします。

■内容量
・咲く石シリーズ 『一輪のバラ』 大輪青いバラ（１㎏） １個
■原材料・成分・提供サービス詳細
・台座:みかげ石(中国産)
・バラの花:造花(中国産) (サイズ:90x90x80mm)
■付属品
・アクリルBOX (サイズ:95x95x95mm)
■注意事項/その他
・台座のみかげ石は、加工材料により多少石目、色目に細
粗濃淡があります。
・バラの花色は、仕入れ状況により多少濃淡があります。

※画像はイメージです。

岡崎石工業株式会
社

【1203588】
咲く石シリーズ『pretty-
flowers』黄色の小バラ

黄色の造花とみかげ石をコラボした新しい製品です。玄関
先やリビングのオブジェや、お部屋の小粋なアクセントとして
ご利用ください。綺麗なバラがいつまでも楽しめます。また
贈答品、お返しの品としても人気があります。製品は一つ一
つ手作りで製造し、アクリルケースに入れて出荷いたしま
す。

■内容量
・咲く石シリーズ『pretty-flowers』黄色の小バラ（１㎏） １個
■原材料・成分・提供サービス詳細
・台座:みかげ石(中国産)
・バラの花:造花(中国産) (サイズ:90x90x80mm)
■付属品
・アクリルBOX (サイズ:95x95x95mm)

※画像はイメージです。

岡崎石工業株式会
社

【1203589】
咲く石シリーズ『pretty-
flowers』ピンクの小バラ

ピンクの造花とみかげ石をコラボした新しい製品です。玄関
先やリビングのオブジェや、お部屋の小粋なアクセントとして
ご利用ください。綺麗なバラがいつまでも楽しめます。また
贈答品、お返しの品としても人気があります。製品は一つ一
つ手作りで製造し、アクリルケースに入れて出荷いたしま
す。

■内容量
・咲く石シリーズ『pretty-flowers』ピンクの小バラ（１㎏） １
個
■原材料・成分・提供サービス詳細
・台座:みかげ石(中国産)
・バラの花:造花(中国産) (サイズ:90x90x80mm)
■付属品
・アクリルBOX (サイズ:95x95x95mm)

※画像はイメージです。

岡崎石工業株式会
社
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1203675】
お家でカンタン！手作り
スムージー太陽の恵み
たっぷりフルーツ12種

【配達外のエリア】離島

お家で手軽に美味しいスムージーが作れるセットです。
【セット内容】・・・各１個
①美フレッシュ（パイン・キウイ）②桃色吐息（マンゴー・ピー
チ）③ビューティーベリー（パイン・イチゴ）④南国気分（バナ
ナ・マンゴー・パイン）⑤カシスグレープフルーツ（カシス・グ
レープフルーツ）⑥ストレスケア（マンゴー・オレンジ）⑦ヘル
シーアシスト（パイン・オレンジ）⑧恋する苺（イチゴ・マン
ゴー）⑨小松菜パイン（パイン・小松菜）⑩ラブベリーうるうる
コラーゲン（ブドウ・イチゴ・ラズベリー）⑪こだわりマンゴーメ
ロン（マンゴー・メロン）⑫ビタCアイ（ブドウ・レモン）
【作り方】
①冷凍フルーツを１個、解凍または半解凍させます。
②ミキサーへ①、お水（100～120cc）、同梱シロップ（1個）を
一緒に入れます。
※「ラブベリーうるうるコラーゲン」は同梱コラーゲン液（1

個）をいれてください。
③かくはんさせて、完成！

■原材料・成分・提供サービス詳細
・フルーツ各12種（国内外産）
・小松菜（国産）、
■賞味期限：製造日より３６４日
■注意事項/その他
・本お礼品は冷凍でのお届けとなります。
・作り方につきましては、説明文内に記載させて頂いており
ます。
・かくはん不十分により、カップへそそぐ時にかたまりがは
いってしまったら取り除いてください。
・材料がミキサーの刃に引っかかってしまった場合は、すぐ
にスイッチを切り、マドラーなどで取り、再度かくはんしてくだ
さい。
・シロップが凍結してしまった場合は、常温解凍してくからご
使用ください。
・夏場は出来るだけ冷たくしたお水を使用してください。
■保存について
・風味を損ないますので、再冷凍はしないでください。
・シロップは常温保管してください。

※画像はイメージです。

株式会社アクティブ

15 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1203681】
お家でカンタン！手作り
スムージー大地の恵み
たっぷりフルベジ12種

【配達外のエリア】離島

お家で手軽に美味しいスムージーが作れるセットです。
【セット内容】・・・各１個
①美フレッシュ（パイン・キウイ）②南国気分（バナナ・マン
ゴー・パイン）③ラブベリーうるうるコラーゲン（ブドウ・イチ
ゴ・ラズベリー）④ビタCアイ（ブドウ・レモン）⑤ビューティー
ベリー（パイン・イチゴ）⑥ヘルシーアシスト（パイン・オレン
ジ）⑦こだわりマンゴーメロン（マンゴー・メロン）⑧恋する苺
（イチゴ・マンゴー）⑨ストレスケア（マンゴー・オレンジ）⑩グ
リーンベジフル（バナナ・キウイ・ほうれん草・パセリ）⑪パー
プルベジフル（ブドウ・ニンジン・ブルーベリー・青じそ）⑫レッ
ドベジフル（リンゴ・ニンジン・オレンジ・トマト）
【作り方】
①冷凍フルーツを１個、解凍または半解凍させます。
②ミキサーへ①、お水（100～120cc）、同梱シロップ（1個）を
一緒に入れます。
※「ラブベリーうるうるコラーゲン」は別添コラーゲン液（１

個）をいれてください。
③かくはんさせて、完成！

■原材料・成分・提供サービス詳細
・フルーツ各12種（国内外産）
・野菜各５種（国内外産）
■賞味期限：製造日より３６４日
■注意事項/その他
・本お礼品は冷凍でのお届けとなります。
・作り方につきましては、説明文内に記載させて頂いており
ます。
・かくはん不十分により、カップへそそぐ時にかたまりがは
いってしまったら取り除いてください。
・材料がミキサーの刃に引っかかってしまった場合は、すぐ
にスイッチを切り、マドラーなどで取り、再度かくはんしてくだ
さい。
・シロップが凍結してしまった場合は、常温解凍してくからご
使用ください。
・夏場は出来るだけ冷たくしたお水を使用してください。
■保存について
・風味を損ないますので、再冷凍はしないでください。
・シロップは常温保管してください。

※画像はイメージです。

株式会社アクティブ

16 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1203684】
お家でカンタン！手作り
スウィッチェル フォトジェ
ニックな自然派飲料4種
×3個

【配達外のエリア】離島

スウィッチェルとは、炭酸水(またはお水)で割ったリンゴ酢を
ベースに 生姜、ハチミツ、レモンを加えたドリンクです。
身体の内側からサポートしてくれると言われており、国内外
問わず多くの方から注目されています。
【セット内容】・・・各3個入り
・リンゴ酢（使用フルーツ：オレンジ、パイン）
・ブドウベリー酢（使用フルーツ：ブドウ、ブルーベリー）
・ザクロ酢（使用フルーツ：イチゴ、レッドドラゴンフルーツ）
・ゆず酢（使用フルーツ：オレンジ、パイン）
【作り方】
（１）スウィッチェルの素１個、炭酸水またはお水180ccをカッ
プにいれてよく混ぜます。
（２）冷凍フルーツをカップに入れて完成！
※全てのスウィッチェルの素に生姜、はちみつが入っていま
す。
※全ての冷凍フルーツにレモンが入っています。
■内容量
・スウィッチェル リンゴ酢 65g×3個入（果実40g、素25g）
フルーツ３種（国外産）
素：砂糖（国内製造）、醸造酢（リンゴを含む）、生姜汁、リ

ンゴ濃縮果汁、蜂蜜／酸味料、香料、酸化防止剤（V.C）、甘
味料（スクラロース）
・スウィッチェル ブドウベリー酢 65g×3個入（果実40g、素
25g）
フルーツ３種（国外産）
素：砂糖（国内製造）、醸造酢（リンゴを含む）、生姜汁、ぶ

どう濃縮果汁、クランベリー加工品、カシス加工品、蜂蜜／
酸味料、香料、甘味料(スクラロース）
・スウィッチェル ザクロ酢 65g×3個入（果実40g、素25g）
フルーツ３種（国外産）
素：砂糖（国内製造）、醸造酢（リンゴを含む）、生姜汁、ぶ

どう果汁、ザクロピューレ、蜂蜜／酸味料、香料、酸化防止
剤（V.C)、甘味料（スクラロース）
・スウィッチェル ゆず酢 65g×3個入（果実40g、素25g）
フルーツ３種（国外産）
素：砂糖（国内製造）、醸造酢（リンゴを含む）、生姜汁、ユ

ズ果汁、蜂蜜／酸味料、酸化防止剤（V.C）、香料（大豆含
む）、甘味料（スクラロース）
■賞味期限：製造日より364日
■注意事項/その他
・本お礼品は冷凍でのお届けとなります。
・作り方につきましては、説明文内に記載させて頂いており
ます。
・スウィッチェルの素が凍結してしまった場合は、常温解凍し
てくからご使用ください。
・夏場は出来るだけ冷たくしたお水を使用してください。
■保存について
・風味を損ないますので、再冷凍はしないでください。
・スウィッチェルの素は常温保管してください。

※画像はイメージです。

株式会社アクティブ

17 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1203686】
パーティーや手土産に
ピッタリ！みんなで楽しく
フルーツアイス3種×4個

【配達外のエリア】離島

新鮮なフルーツを食べやすいひと口サイズにカットし、シロッ
プをからめ、串にさして急速冷凍しました。
素材そのままの味わいを活かしながらほんのりとした甘み
で美味しさアップです！
こちらのお礼品は全て、株式会社アクティブの工場にて手作
業で製造しています。

■内容量
・イチゴパイン（イチゴ、パイン、果糖ブドウ糖液糖） 50g×4
個
・メロンパイン（メロン、パイン、果糖ブドウ糖液糖） 50g×4
個
・ハッピーカルテット（イチゴ、マンゴー、メロン、パイン、果糖
ブドウ糖液糖） 60g×4個
■原材料・成分・提供サービス詳細
・イチゴ（チリ産またはペルー産）・パイン（フィリピン産）
・メロン（アメリカ産またはメキシコ産）・マンゴー（ペルー産）
・果糖ブドウ糖液糖（国産）
■賞味期限：製造日より364日
■注意事項/その他
・本お礼品は冷凍でのお届けとなります。
・そのままお召し上がりいただけます。
・冷凍庫から出してすぐは固くなっております、お気を付けく
ださい。
■保存について
・風味を損ないますので、再冷凍はしないでください。

※画像はイメージです。

株式会社アクティブ

【1204661】
釣り糸セット】バス釣り
ビッグベイトセット 『エク
スレッド』 ’19モデル

ポンド表示別専用設計プレミアムフロロカーボンラインです。
ポンド別に全て原料から異なる特性の樹脂を選択し、そのラ
インが優先的に使われる釣り方に応じた特性を存分に生か
す製法を個別に採用しています。

【エクスレッド１８、２０ポンドの特性】
▸太号柄特有のゴワツキやコイル癖を抑え、ナイロンライン
に劣らぬしなやかさとフロロならではの耐摩耗性のバランス
をライン直径に合わせて再検証。
▸フロロ特有の強度はそのままに、より巻物ルアーへのス
ムーズ＆コンフォートな操作性能と、ビッグベイトやヘビーカ
バー使用時の操作性、アンチコイル特性、耐摩耗性、耐
ショック性を向上させています。

■内容量
・フロロカーボンライン エクスレッド（１８、２０Ｌｂ） ２個セット
＜８０ｍ平行巻＞ 各１個

■原材料・成分・提供サービス詳細
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル

※本製品は、２０１９年モデルになります。
※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメン
ト株式会社

【1204883】
岡崎八丁味噌焼きそば 2
箱セット 東海オンエアブ
ロマイド付き

数量限定で「東海オンエアブロマイド」が1枚付いてきます。
ありそうでなかった味噌味の焼きそばのインスタントパッ
ケージです。岡崎産の八丁味噌を使用しています。
八丁味噌を使った汁なし麺のご当地グルメ「岡崎まぜめん」
から派生した焼きそばです。
パッケージはカラースーツバージョンの東海オンエアを使用
しています。

■内容量
・岡崎八丁味噌焼きそば ２箱セット
1箱あたり（めん80ｇ、スープ23ｇ、ふりかけ0.5ｇ）×６食

・東海オンエアブロマイド １枚
（縦10ｃｍ 横14.8ｃｍ）

■賞味期限（味噌焼きそば）：発送から約３ヵ月

※画像はイメージです。

道の駅藤川宿

18 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1204948】
めがね用フェイスガード
半透明（５色）

シート状になっており、マジックテープでメガネのツルに取付
が出来ます。
１枚の重さも5.8グラムと軽く、めがねに装着しても装着した
時の重さをほとんど感じません。
半透明シートを使用しています。サングラスやめがねは付
属いたしません、お手持ちの物をご用意してください。

■内容量
・めがね用フェイスガード ５枚
半透明（５色各１枚）、重さ：１枚5.8グラム

※画像はイメージです。

有限会社石原ライト
工業所

【1124234】
国内産ハゼの実蝋を
100%使用して作った 伝
統工芸品 和ろうそく 小
丸10本入り

松井本和蝋燭工房の和蝋燭はすべて手作りで、国内産ハ
ゼの木の実蝋を100%使用し、400年の伝統を誠実に継承し
た岡崎の郷土工芸品です。本和蝋燭は、地球にやさしい純
植物性の原料である木蝋(櫨の木の実を搾ったもの)を使用
しているため油煙が少なく、液だれもほとんどないため、安
全にお使いいただけます。また、風に吹かれても消えにくく
灯りが長持ちします。和ろうそくの切り口は、手作りの証であ
る年輪状になっていることが特徴です。

■内容量
・和ろうそく 小丸10本
■原材料・成分・提供サービス詳細
ハゼの木の実蝋

※画像はイメージです。

松井本和蝋燭工房

【1206514】
こめっこピザ12枚（6種類
×2）

【配達外のエリア】離島

栄養管理士のママさんが、子供の朝食、おやつにと考え生
まれた地元米（あいちのかおり）を使用したお米のピザで
す。6種類のトッピングの具材には厳選された材料を使用し
ています。
生地は油にこだわりトランス脂肪酸フリーのオーガニックを
使用し、塩（モンゴル岩塩）、砂糖（粗糖）を使用した米粉ミニ
ピザです。
お米のピザなのでお子様には一枚でも腹持ちが良いです。
味はしゃけ、コロコロ野菜、じゃこ、明太ポテト、ツナコーン、
野沢菜の6種類2枚ずつです。
しゃけは北海道知床半島より手ほぐしで化学調味料は使用
しておりません。コロコロ野菜は北海道産の野菜8種類を使
用し野菜嫌いなお子様に食べていただきたく作りました。
じゃこは愛知県師崎の岬でとれたしらすを使用しました。
明太ポテトは九州の無添加明太を手作りのポテトにまぶし
ました。ツナコーンはツナの油にこだわり甘くおいしいコーン
をのせました。野沢菜は化学調味不使用の美味しい野沢菜
です。
冷凍品なのでオーブントースターで約5分温めて下さい。お
子様だけでなく、お父さんのビールのお供に、勉強の合間の
おやつに、ホームパーティに気軽に食べられるピザです。

■内容量
・こめっこピザ ６枚入り
（ツナマヨコーン味×1枚、鮭ホワイトソース味×1枚、じゃこ
ネギ味×1枚、野沢菜味×1枚、明太子じゃが芋味×1枚、コ
ロコロ野菜味×1枚）×2箱
■賞味期限：すべて発送日より90日

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

四季パン工房

19 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1209333】
焼肉屋さんの黒カレー

焼肉屋さんの黒カレーは、岡崎市の岡崎プレミアム土産品
にえらばれ、岡崎城や高速道路のSA、道の駅や岡崎市内
のホテルなどで販売している人気製品です。
癖になる辛さが人気の秘密です。レトルト品なので、レンジ
や湯煎で簡単に温め、ご飯にかけるだけで召し上がること
が出来ます。

■内容量
・焼肉屋さんの黒カレー[200g×6]
■原材料・成分・提供サービス情報
・玉ねぎ(国産)、牛すじ肉、カレールウ、マンゴーチャツネ、
中華味噌、豆味噌、青唐辛子、はちみつ、食用調合油、玉
ねぎエキス、オイスターソース、砂糖、赤唐辛子、ガラムマ
サラ/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、
甘味料(ステビア)、(一部に乳成分・小麦・落花生・牛肉・大
豆・豚肉・りんごを含む)
■賞味期限:製造日から700日
■注意事項/その他
パッケージは予告なく変更される場合があります

※画像はイメージです。

焼肉けんたま家（プ
ラザ観光 株式会
社）

【1209996】
【釣り糸セット】あゆ用フ
ロロカーボンカットハリス

何匹かけてもヘタらない。
フロロの持つ腰の強さを残しながら新製法によるしなやかさ
を加え、鮎にしっかり絡む新感覚ハリス。
優れた直線性と復元力を持ち、ショックに強く、ハリス止め
のつぶれにも耐える。
何匹掛けても安心の高強力・高耐久ハリス。
号柄ごとに施された片側３センチの色分けマーキングによ
り、号柄確認も容易でハリ交換も迷いなし。

■内容量
・将鱗あゆマジックハリスEXII 1号[15cm×60本入り 1個]
・将鱗あゆマジックハリスEXII 1.2号[15cm×60本入り 1個]
■原材料・成分・提供サービス情報
素材：ナイロン１００％
ラインカラー：ナチュラル（号柄ごと先端マーカー付）

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメン
ト株式会社

【1210095】
パーティーや手土産に
ピッタリ！高級感あふれ
るくずもちバー3種×4個

【配達外のエリア】離島

高級感あふれるくずもちバーを化粧箱に入れてお届けしま
す。

■内容量
・くずもちバー いちごみるく 70g×4個
・くずもちバー オレンジ 70ｇ×4個
・くずもちバー 抹茶小豆 70g×4個
■賞味期限：製造日から 364日
■注意事項／その他
・本お礼品は冷凍でのお届けとなります。
・そのままお召し上がりいただけます。
・冷凍庫から出してすぐは固くなっております。お気を付けく
ださい。
■保存について
・風味を損ないますので、再冷凍はしないでください。

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

株式会社アクティブ

【1212000】
温めるだけで食べられる
【岡崎新グルメ】おかざき
カレーパン4本セット〈特
製 オカザえもんコラボ袋
付〉

【配達外のエリア】離島

新岡崎グルメ認定！八丁味噌とブランド地鶏岡崎おうはん
使用のコクうまスティックカレーパンです。
美味しさを維持する特殊な冷凍技術を使用し、ご自宅で温
めるだけで揚げたての美味しさが味わえます。
メディアにも多数紹介されている人気の一品です。
※2019年第5回全国ふるさと甲子園 世界に誇る逸品部門
ごはん・パン・麺類部門第1位受賞、2019年カレーパングラ
ンプリ金賞受賞

■内容量
・おかざきカレーパン 4本セット〈特製 オカザえもんコラボ袋
付〉
■賞味期限：冷凍1ヶ月

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

株式会社サンク
レール

20 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1210181】
納豆セット1【心和（７０g
×２パック）×2セット】

【配達外のエリア】離島

北海道でも気候・土壌から道南の地域で、極少量しか採れ
ない 希少な銘柄の「鶴の子大豆」使用した「心和（こころなご
み）」をお届けします。。
「鶴の子大豆」は高級製菓用・煮豆用、枝豆から納豆など、
その製品の地位も高く、格調の高い大豆です。
極大粒大豆で食感は柔らかく、ご飯と一緒に食べてもとて
も合います。糸の引きも強く、大豆の深みのある味は濃厚
で、旨味が強い製品です。
オメガ３を多く含んだえごまオイル（３ｇ）を入れるとさらに美
味しく健康的に召し上がれます。
納豆がより美味しくなる具材は、梅干し（塩分8％推奨）、長
芋、漬物、刻み昆布、なめたけ、大根おろし、黒酢、鰹節、卵
がお勧め。
納豆は具材によって味の変化が現れるので色々な食材と
合わせてみてください。

■内容量
・心和納豆（タレ・カラシ付）
（７０g×２パック）×2セット

■原材料・成分・提供サービス情報
納豆：国産大豆（北海道産）、納豆菌
タレ：醤油（小麦・大豆を含む）砂糖、食塩、鰹エキス、鰹節
エキス、昆布エキス、酵母エキス/酒精
カラシ：からし、食塩、醸造酢/ウコン（着色料）、クエン酸（酸
味料）
※化学調味料を使用した添加物は一切使用していません。
■賞味期限 製造日から １４日間
■注意事項／その他
本お礼品は要冷蔵になります。10℃以下にて保存してくださ
い。
また、夏季などの気温が高い時期は賞味期限にかかわらず
お早めにお召し上がりください。
気温や保存状態によってじゃりじゃりした触感のチロシン（納
豆の結晶）が出る場合がありますが、
お身体に悪いものではありません。風味が若干落ちるので
他の食材と合わせるなど調理されるのがお勧めです。

※クール便（冷蔵）
※画像はイメージです。

山下食品株式会社
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1213296】
【令和3年産】ぬかたのミ
ネアサヒ(精米) 味わい
セット 真空パック米袋
300g(2合)×6袋

【申込受付期間】
～2022年2月20日

【発送時期】
2021年12月上旬から順
次発送予定

愛知県岡崎市の水源の山里「ぬかた」で育まれたお米「ミネ
アサヒ」です。
美しい山里と清流で育まれ、色つやがよく、旨味も凝縮、冷
めてもおいしいお米です。
「ぬかたのミネアサヒ」を生産している６事業者のお米を集
めた味わいセットです。
・ふるさと創造舎「千万町・木下ふるさと米」
標高380～600ｍ 岡崎の水源の山里 千万町・木下で育

まれたお米
・鳥川ホタル保存会「鳥川ホタルの米」
ゲンジボタルが乱舞する日本名水百選の名水湧き出す

鳥川ホタルの里のお米
・ぬかたライスファーマーズ「ぬかたのミネアサヒ」
先祖代々受け継いだ田んぼで、手間ひまかけ丹精込め

て育てたお米
・やまぜみファーム「EM竹炭ミネアサヒ」
ＥＭ菌や竹炭を活用し栽培期間中農薬や化学肥料に頼ら

ないで育てたお米
・山田農園「ぬかたのミネアサヒ」
県天然記念物「切山の大杉」のある切山地区、きれいな

水と空気で育てたお米
・JAあいち三河「たべりん」
額田地区のJA米ミネアサヒの総称「たべりん」

＜パッケージデザイン＞
表面…「ぬかたのミネアサヒ」6事業者
裏面…グレート家康公「葵」武将隊（愛知県岡崎市の観光
PR隊）

■内容量
・ぬかたのミネアサヒ 味わいセット
計1,800g(真空パック米袋300g(2合)×6袋)

■原材料・成分・提供サービス情報
・「千万町・木下ふるさと米」 精米300g(2合)×1
・「鳥川ホタルの米」 精米300g(2合)×1
・「ぬかたのミネアサヒ」 精米300g(2合)×1
・「EM竹炭ミネアサヒ」 精米300g(2合)×1
・「ぬかたのミネアサヒ」 精米300g(2合)×1
・「たべりん」 精米300g(2合)×1
■賞味期限： 精米日より6か月
■注意事項／その他
・在庫が無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。
・高温多湿・直射日光の当たる場所は避けて涼しい場所に
保存してください。長期保管はなるべく避けて、お早目にお
召し上がりください。
・パッケージは予告なく変更することがございます。

※画像はイメージです。

ふるさと創造舎

【1215176】
oka-d-art 黒皮鉄板 厚
さ4.5mm×250mm×
165mm 穴有り 単品

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなく
なります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・アウトドア鉄板 1枚
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約250mm×約165mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になり
ます。
【重量】黒皮鉄板単品：約1.4kg
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取り
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・小傷、模様等がある場合があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

受付期間外
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1227738】
オカザえもん シャチハタ
ネーム印 キャップレス
9(ノーマルタイプ)

岡崎市の非公式キャラクターオカザえもん公認のオリジナ
ルネーム印。フタを外す手間と無くす心配が無いキャップレ
ス構造です。補充なしで約3,000回の捺印が可能です。
下記から書体・色が選べ、丸枠の中にお名前が入ります。
【書体】
楷書 行書 隷書 古印 明朝 角ゴシック 丸ゴシック てん書体
【インキ色】
黒 赤 藍色 緑 朱色 紫

■内容量
・オカザえもん シャチハタネーム印 キャップレス9(ノーマ
ルタイプ) [1本]

■本体仕様
・製品サイズ：Φ22.4mm ×66.0mm
・印面サイズ：9mm
・重量：約14g

■寄付お申し込み後の流れ
・株式会社一心堂印房より申込書を送付します。
・.申込書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて一ヵ
月以内に郵送にてご返送ください。
・.申込書に基づき、お礼品をお届けします。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。

■注意事項/その他
※ボディのイラストはシールです。プリントではございません
のでご了承ください。
※画像はイメージです。

株式会社一心堂印
房

【1227739】
オカザえもん シャチハタ
キャップレス9(イラストタ
イプ)

岡崎市の非公式キャラクターオカザえもん公認のオリジナ
ルネーム印。フタを外す手間と無くす心配が無いキャップレ
ス構造です。補充なしで約3,000回の捺印が可能。
下記から色が選べ、オカザえもんの頭にお名前が入りま
す。
【インキ色】
黒 赤 藍色 緑 朱色 紫
※書体をお選びいただくことは出来ません。

■内容量
・オカザえもん シャチハタ キャップレス9(イラストタイプ) [1
本]

■本体仕様
・製品サイズ：Φ22.4mm ×66.0mm
・印面サイズ：9mm
・重量：約14g

■寄付お申し込み後の流れ
・株式会社一心堂印房より申込書を送付します。
・.申込書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて一ヵ
月以内に郵送にてご返送ください。
・.申込書に基づき、お礼品をお届けします。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。

■注意事項/その他
※ボディのイラストはシールです。プリントではございません
のでご了承ください。
※画像はイメージです。

株式会社一心堂印
房
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1233625】
五ツ星お米マイスターの
キャンプ専用ブレンド米
『大人のソロキャンプ米』
1合（150g）×８パック

五ツ星お米マイスターがブレンドした格別なキャンプ専用
米。粘りが比較的あっさりとした甘みのあるお米と、もち米に
近い性質のお米の2種類をブレンドしています。
メスティンや飯盒を使って炊いたときの仕上がりを計算して
ブレンドされた、お米の粒はしっかりと残しつつもっちりとし
た粘りもある、甘みの強い味わいを楽しめます。
水の限られた場所でも調理しやすいよう、無洗米と同様の
加工が施されているのも嬉しいポイント。真空パックのた
め、長期保存が可能です。
甘味と粘りが楽しめる「オリジナルブレンド」、カレーや炊き
込みご飯に合う堅め食感の「硬めブレンド」、ごはんの旨さ
実感「極みブレンド」の３種類をお届けします。

■内容量
・オリジナルブレンド（精米）[1合（150ｇ）×4パック]
・硬めブレンド（精米）[1合（150ｇ）×2パック]
・極みブレンド（精米）[1合（150ｇ）×2パック]

■賞味期限
いずれも製造日から180日

■注意事項/その他
※美味しく召し上がっていただくため、到着後1ヶ月以内の
消費をお勧めします。
※直射日光を避け、風通しがよい冷暗所で保管ください。
※品質に問題があった場合、お礼品到着後1週間を目処に
サポートセンターまでご連絡ください。
※画像はイメージです。

株式会社渡辺米穀
店

【1240493】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション 補充用クレアビー
ズ２本セット

へたってしまったビーズクッションに、補充用のビーズです。
もっちりビーズクッションには、ハナロロオリジナルのクレア
ビーズ。
へたりにくく、ニオイの少ないハナロロ自社工場で作られて
います。

■内容量
・ビーズクッション 補充用クレアビーズ [約350gｘ2個]

■原材料
・発泡ポリスチレン

■注意事項/その他
※詰め替えの際、飛散する恐れがありますので、小さなお
子様やペットの近くでは詰め替えないでください。
※詰め替えは、２名以上にて行ってください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。

ハナロロ
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1240513】
【ハナロロ】 サステイナブ
ル ７色ビーズの鉢カバー

回収したビーズクッションを用いた製品です。回収された
ビーズ（白色）、バージンビーズ（白色）とカラーのビーズを
ミックスしています。
冬の寒さや夏の暑さの中でも温度変化の影響を受けにく
い、植物にやさしい鉢。また、発砲スチロールなので軽さは
抜群です。
アウトドアでは、氷を入れてワインクーラーとしても活躍！

■内容量
・サステイナブル ７色ビーズの鉢カバー[1個]
サイズ： 外寸 H22ｘＷ23ｘＤ23ｃｍ

内寸 H19ｘＷ16（上部）W16（下部）

■原材料
・発泡ポリスチレン（ＳＤＢｓ(R)）

■注意事項/その他
※平均的な４～５号鉢が入るサイズです。
※鉢カバーのみになります。植物は含みません。

※画像はイメージです。

ハナロロ

【1241115】
【釣り糸セット】バス釣り
用ライン バーサタイル
セット 『エクスレッドｔｙｐｅ
ＮＳ』

新技術<<ナノスリット>>搭載 結束性能強化型プレミアムフロ
ロカーボンラインのバーサタイルセットです。

✔結びやすさが強化された、実戦仕様の結束強力。
✔エクスレッドのDNAたる、徹底された均一直線構造。
✔よりしなやかな糸質で、クセのない伸びやかな直線性を
発揮。抜群の操作性で、スイム系からテクニカル系ルアーに
ベストマッチ。

■内容量
・バス釣り用フロロカーボンライン ソラローム『エクスレッドｔ
ｙｐｅＮＳ』[１２Ｌｂ、１４Ｌｂ、１６Ｌｂ：１００ｍ巻、各１個（計３
個）]

■原材料
・フロロカーボン１００％

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメン
ト

【1246031】
【釣り糸セット】ショック
リーダー『スムーズロック
プラス』 Ａセット（０．８、
１号）

高い衝撃吸収性としなやかさを備えたショックリーダー専用
設計。
細くて強いワンランク上の強力(LB)を実現。ナノスリット(R)
搭載で、ルアーやPEとのノットで高い結束性能を発揮。
※「ナノスリット(R)」とはライン表面に1/1,000,000mmレベル
の微細な凹凸溝を付与する技術。従来品と比較して、ライン
の摩擦特性を向上させることができる東レ・モノフィラメント
独自の構造制御技術です。

■内容量
・ショックリーダー『スムーズロックプラス』[サイズ：０．８号
（４ＬＢ）、１号（５ＬＢ）、４５m巻×各１個、スプールバンド付]

■原材料
素材:フロロカーボン100%
ラインカラー:ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメン
ト
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1246060】
【釣り糸セット】ショック
リーダー『スムーズロック
プラス』 Ｂセット（１．２、
１．５号）

高い衝撃吸収性としなやかさを備えたショックリーダー専用
設計。
細くて強いワンランク上の強力(LB)を実現。ナノスリット(R)
搭載で、ルアーやPEとのノットで高い結束性能を発揮。
※「ナノスリット(R)」とはライン表面に1/1,000,000mmレベル
の微細な凹凸溝を付与する技術。従来品と比較して、ライン
の摩擦特性を向上させることができる東レ・モノフィラメント
独自の構造制御技術です。

■内容量
・ショックリーダー『スムーズロックプラス』[サイズ：１．２号（６
ＬＢ）、１．５号（７ＬＢ）、４５ｍ巻×各１個、スプールバンド付]

■原材料
素材:フロロカーボン100%
ラインカラー:ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメン
ト

【1246062】
【釣り糸セット】ショック
リーダー『スムーズロック
プラス』 Ｃセット（１．７、
２号）

高い衝撃吸収性としなやかさを備えたショックリーダー専用
設計。
細くて強いワンランク上の強力(LB)を実現。ナノスリット(R)
搭載で、ルアーやPEとのノットで高い結束性能を発揮。
※「ナノスリット(R)」とはライン表面に1/1,000,000mmレベル
の微細な凹凸溝を付与する技術。従来品と比較して、ライン
の摩擦特性を向上させることができる東レ・モノフィラメント
独自の構造制御技術です。

■内容量
・ショックリーダー『スムーズロックプラス』[サイズ：１．７号（８
ＬＢ）、２号（１０ＬＢ）、４５ｍ巻×各１個、スプールバンド付]

■原材料
素材:フロロカーボン100%
ラインカラー:ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメン
ト

【1246065】
【釣り糸セット】ショック
リーダー『スムーズロック
プラス』 Ｄセット（３、３．
５号）

高い衝撃吸収性としなやかさを備えたショックリーダー専用
設計。
細くて強いワンランク上の強力(LB)を実現。ナノスリット(R)
搭載で、ルアーやPEとのノットで高い結束性能を発揮。
※「ナノスリット(R)」とはライン表面に1/1,000,000mmレベル
の微細な凹凸溝を付与する技術。従来品と比較して、ライン
の摩擦特性を向上させることができる東レ・モノフィラメント
独自の構造制御技術です。

■内容量
・ショックリーダー『スムーズロックプラス』[サイズ：３号（１４Ｌ
Ｂ）、３．５号（１６ＬＢ）、４５ｍ巻×各１個、スプールバンド付]

■原材料
素材:フロロカーボン100%
ラインカラー:ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメン
ト
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1246067】
【釣り糸セット】ショック
リーダー『スムーズロック
プラス』 Ｅセット（４、５
号）

高い衝撃吸収性としなやかさを備えたショックリーダー専用
設計。
細くて強いワンランク上の強力(LB)を実現。ナノスリット(R)
搭載で、ルアーやPEとのノットで高い結束性能を発揮。
※「ナノスリット(R)」とはライン表面に1/1,000,000mmレベル
の微細な凹凸溝を付与する技術。従来品と比較して、ライン
の摩擦特性を向上させることができる東レ・モノフィラメント
独自の構造制御技術です。

■内容量
・ショックリーダー『スムーズロックプラス』[サイズ:４号（１８Ｌ
Ｂ）、５号（２２ＬＢ）、４５ｍ巻×各１個、スプールバンド付]

■原材料
素材:フロロカーボン100%
ラインカラー:ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメン
ト

【1245238】
焼肉屋の手作りキムチ(3
種類セット)

【配達外のエリア】離島

選び抜かれた新鮮で良質な白菜を昔ながらの製造方法で
塩漬けし、フルーツたっぷりのタレに漬け込んだ特製キム
チ。
全て店舗にて手作りをしておりますので漬けたてをお届けい
たします。時間の経過と共に味わいが変わっていくのをお楽
しみください。

■内容量
・白菜キムチ[200g×1パック]
・大根キムチ[200g×1パック]
・胡瓜キムチ[200g×1パック]

■賞味期限
・出荷日+１５日

■原材料・成分
白菜、胡瓜、大根、塩、唐辛子、塩漬けイカ、魚醤、リンゴ、
パイナップル、梨、にんにく、生姜、ニラ

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

ソウルカルビ

【1245240】
焼肉屋の手作りキムチ
(白菜玉売り1kg)

【配達外のエリア】離島

選び抜かれた新鮮で良質な白菜を昔ながらの製造方法で
塩漬けし、フルーツたっぷりのタレに漬け込んだ特製キム
チ。
全て店舗にて手作りをしておりますので漬けたてをお届けい
たします。時間の経過と共に味わいが変わっていくのをお楽
しみください。

■内容量
・白菜キムチ[1kg×1パック]

■賞味期限
・出荷日+１５日

■原材料・成分
白菜、塩、唐辛子、塩漬けイカ、魚醤、リンゴ、パイナップ
ル、梨、にんにく、生姜、ニラ

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

ソウルカルビ
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1248287】
【カクキュー】味噌ラーメ
ン2食×2、八丁味噌煮込
うどん2食×2

味一筋に十九代。愛知県岡崎市八帖町（旧・八丁村）で江
戸時代初期より八丁味噌を造り続けるカクキューがお届け
する味噌ラーメンと味噌煮込うどんのセットです。

〈八丁 味噌ラーメン〉国産小麦を使用した、味噌ラーメンに
よく合う中太麺を使用。八丁味噌をベースに炒め玉葱、生
姜、ニンニクを合わせ、炒りゴマを加えることで風味豊かな
スープに仕上げました。
〈八丁 味噌煮込うどん〉愛知県産小麦を使用した味噌煮
込み用の麺を使用。八丁味噌の風味を生かした香り豊かで
コクのあるスープに仕上げました。

■内容量
・味噌ラーメン[2食×2個]
・八丁味噌煮込うどん[2食×2個]

■賞味期限
・味噌ラーメン[製造日から45日］
・八丁味噌煮込うどん[製造日から50日］

※画像はイメージです。

合資会社八丁味噌

【1264679】
【食べる社会貢献】厳選
自然素材の手づくりパウ
ンドケーキ プレミアム
チョコ

北海道産バター「よつ葉バター」と北海道産小麦「ゆきんこ」
を100％使用した自然素材にこだわったパウンドケーキで
す。中軽度の障がいを持った方々が、ひとつひとつ心を込
めて丁寧に作り上げています。
使用しているチョコは、チョコレートの本場ベルギーで作られ
た製菓用チョコレートでカカオ分72%のハイカカオチョコレー
ト。キリッとしたカカオの旨味とコクを感じつつ、口の中で溶
けるとともに、甘みがフワッと広がります。

■内容量
・パウンドケーキ プレミアムチョコ[約380ｇ/１本]

■賞味期限
・製造日から３０日

■注意事項/その他
・手作業のため形・大きさにばらつきがある場合がございま
す。ご了承ください。
・原材料の一部に小麦・乳・卵・くるみを含みます。

※画像はイメージです。

特定非営利活動法
人ハートフルフレン
ズ

【1264689】
【食べる社会貢献】厳選
自然素材の手づくりパウ
ンドケーキ 抹茶

北海道産バター「よつ葉バター」と北海道産小麦「ゆきんこ」
を100％使用した自然素材にこだわったパウンドケーキで
す。中軽度の障がいを持った方々が、ひとつひとつ心を込
めて丁寧に作り上げています。
香り高い京都産宇治抹茶と、ふっくらした国産小豆を使用し
ています。

■内容量
・パウンドケーキ 抹茶[約380ｇ/１本]

■賞味期限
・製造日から３０日

■注意事項/その他
・手作業のため形・大きさにばらつきがある場合がございま
す。ご了承ください。
・原材料の一部に小麦・乳・卵・くるみを含みます。

※画像はイメージです。

特定非営利活動法
人ハートフルフレン
ズ
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1264693】
【食べる社会貢献】厳選
自然素材の手づくりパウ
ンドケーキ フルーツ

北海道産バター「よつ葉バター」と北海道産小麦「ゆきんこ」
を100％使用した自然素材にこだわったパウンドケーキで
す。中軽度の障がいを持った方々が、ひとつひとつ心を込
めて丁寧に作り上げています。
４種のドライフルーツ（レーズン・チェリー・マンゴー・くるみ）
がごろっと入っています。

■内容量
・パウンドケーキ フルーツ[約380ｇ/１本]

■賞味期限
・製造日から３0日

■注意事項/その他
・手作業のため形・大きさにばらつきがある場合がございま
す。ご了承ください。
・原材料の一部に小麦・乳・卵・くるみを含みます。

※画像はイメージです。

特定非営利活動法
人ハートフルフレン
ズ

【1264180】
ハイミニキューブ ハイド
ロコーン植え ポトス

育てやすい観葉植物を、農場から直接お届け。

■内容量
・ハイミニキューブ ハイドロコーン植え ポトス （1鉢）

◆品種：ポトス・ゴールド
◆植え込み材料：ハイドロコーン
（粘土に空気を含ませて焼き上げた発砲煉石。清潔で何度
でも使え、保水性・通気性に優れた栽培用土です。）
◆材質／大きさ
・鉢材質：ガラス
・鉢サイズ：Φ11.5×H11.5cm
・植物を含む大きさ：約W12×H20～23cm（植物により大きさ
や樹形は異なります。）
◆水やり
鉢底より2cm程度水を与え、完全になくなってから次の水を
与えます。水の継ぎ足しは根腐れの原因になりますのでご
注意ください。
◆管理方法
・直射日光を避け、レースのカーテン越し程度の光のある、
風通しの良い場所に置いてください。
・冷暖房の風が直接当たらないように注意し、冬場は10℃
以上を保てる場所に置いてください。
・霧吹き等で定期的に葉水を与えてください。

■注意事項/その他
・冬季の寒波など天候により出荷日を変更させていただく場
合がございます。
・到着後はすぐに開封してください。

※画像はイメージです。

（有）三浦園芸
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1264389】
クラーロ140 エコスギ植
え コンシンネ

育てやすい観葉植物を、農場から直接お届け。

■内容量
・クラーロ140 エコスギ植え コンシンネ （1鉢）

◆品種：コンシンネ
◆植え込み材料：エコ・スギバイオ
（国産間伐材のスギチップに、土壌バクテリアを付着した園
芸用土。保水力が高く、根の張りが抜群です。）
◆材質／大きさ
・鉢材質：ガラス
・鉢サイズ：Φ13.5×H12cm
・植物を含む大きさ：約W20×H30～35cm（植物により大きさ
や樹形は異なります。）
◆水やり
・用土が白く乾燥してきたら約200ml水を与えます。 （用土が
水分を含むのに2～3時間かかる場合があります。）
・鉢底に水が溜まっているのが見える場合、水分過多なの
で器を傾けて水を捨てきります。
・過度な水やりは根腐れの原因となりますのでご注意くださ
い。
◆管理方法
・直射日光を避け、レースのカーテン越し程度の光のある、
風通しの良い場所に置いてください。
・冷暖房の風が直接当たらないように注意し、冬場は10℃
以上を保てる場所に置いてください。
・霧吹き等で定期的に葉水を与えてください。

■注意事項/その他
・冬季の寒波など天候により出荷日を変更させていただく場
合がございます。
・到着後はすぐに開封してください。

※画像はイメージです。

（有）三浦園芸

【1264387】
クラーロ140 エコスギ植
え ポトス

育てやすい観葉植物を、農場から直接お届け。

■内容量
・クラーロ140 エコスギ植え ポトス （1鉢）

◆品種：ポトス・ゴールド
◆植え込み材料：エコ・スギバイオ
（国産間伐材のスギチップに、土壌バクテリアを付着した園
芸用土。保水力が高く、根の張りが抜群です。）
◆材質／大きさ
・鉢材質：ガラス
・鉢サイズ：Φ13.5×H12cm
・植物を含む大きさ：約W20×H20cm（植物により大きさや樹
形は異なります。）
◆水やり
・用土が白く乾燥してきたら約200ml水を与えます。 （用土が
水分を含むのに2～3時間かかる場合があります。）
・鉢底に水が溜まっているのが見える場合、水分過多なの
で器を傾けて水を捨てきります。
・過度な水やりは根腐れの原因となりますのでご注意くださ
い。
◆管理方法
・直射日光を避け、レースのカーテン越し程度の光のある、
風通しの良い場所に置いてください。
・冷暖房の風が直接当たらないように注意し、冬場は10℃
以上を保てる場所に置いてください。
・霧吹き等で定期的に葉水を与えてください。

■注意事項/その他
・冬季の寒波など天候により出荷日を変更させていただく場
合がございます。
・到着後はすぐに開封してください。

※画像はイメージです。

（有）三浦園芸
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1266210】
手風琴のしらべ５個入３
箱

１４４層の折パイで北海道小豆のこしあんを包んだ「手風琴
のしらベ」。あっさりした甘みとなめらかさが特徴のこしあん
は、発酵バターの香るパイとマッチして皆様に愛され続けて
います。
カワイイ紙風船も入ったお手土産に使いやすいパッケージ
で、紙手提げも一緒にお付けしてお届けします。

■内容量
・手風琴のしらべ[５個入×３箱]

■賞味期限
・製造日から40日

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

合名会社備前屋

【1271941】
有機JAS人参 4kg

【申込受付期間】
～2022年2月10日

岡崎市矢作川近くの肥沃な土で、栽培期間中農薬化学肥
料を使用せずに丁寧に育てました。有機JASの厳しい基準
をクリアしています。
品種はアロマレッドです。濃紅色で甘く美味しいのでジュー
スにもおすすめです。

■内容量
・有機JAS人参[１箱：4kg（S～Lサイズ）]

■消費期限
発送日から2週間

■注意事項/その他
常温でお届けします。
到着後は冷蔵庫（野菜室）で保存し、お早めにお召し上がり
ください。
※画像はイメージです。

高山農園

【1271554】
【RayES／レイエス】ダブ
ルウォールグラス RDS-
002L 400ml

職人が「吹きガラス」という手法でつくるグラス。耐熱ガラス
でできているからホットもOK。「二重構造」により結露しにく
く、保冷・保温効果もあり、手で持っても熱くない、という嬉し
い機能がいっぱいです。
日本を代表するホテルや飲食店でも取り扱われている一品
です。

■内容量
・ダブルウォールグラス RDS-002L[400ml 1個]
サイズ： 約幅・奥行86（底60）×高さ148mm
重量： 約190g

■原材料
耐熱ガラス（耐熱温度差120℃・食洗機可・電子レンジ可）

■注意事項/その他
※耐熱ガラスのため、普通のガラスや写真とイメージが異な
ることもごさいます。
※電子レンジ・食洗機のご使用の際は、グラスに損傷がな
いか、電気機器の取扱説明書にて、使用可能なサイズ・温
度設定・洗剤などをご確認いただいたうえでご使用下さい。
※グラス底面の粒状（封止）は、生産上必要なもので不良品
ではありません。品質等に問題はありませんので、予めご
了承ください。
※手づくりのため、形状や仕上り、サイズ、重量、厚さ等に
誤差が生じますこと、若干のがたつき、製法上やむを得ず、
擦りキズのような線やポッチ、円状模様、型跡がみられ、気
泡が混入している場合がありますこと、ご了承ください。
※画像はイメージです。

レイエスダブル
ウォールグラス

受付期間外
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1277034】
【ハナロロ】プレミアム
100L専用ニットカバー
（ベージュ）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・プレミアム100L専用ニットカバー（ベージュ）[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（ベージュ）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※プレミアム100L本体は、別お礼品【1205841】または
【1205843】（25,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

【1272217】
【RayES／レイエス】ダブ
ルウォールグラス RDS-
002Lbf 400ml フロスト

職人が「吹きガラス」という手法でつくるグラス。耐熱ガラス
でできているからホットもOK。「二重構造」により結露しにく
く、保冷・保温効果もあり、手で持っても熱くない、という嬉し
い機能がいっぱいです。
フロスト加工により、雲のような自然なデザインが表現され
ており、飲料を入れたときに二重構造の見た目も楽しめま
す。
日本を代表するホテルや飲食店でも取り扱われている一品
です。

■内容量
・ダブルウォールグラス RDS-002Lbf フロスト[400ml 1個]
サイズ： 約幅・奥行86（底60）×高さ148mm
重量： 約190g

■原材料
耐熱ガラス（耐熱温度差120℃・食洗機可・電子レンジ可）

■注意事項/その他
※耐熱ガラスのため、普通のガラスや写真とイメージが異な
ることもごさいます。
※電子レンジ・食洗機のご使用の際は、グラスに損傷がな
いか、電気機器の取扱説明書にて、使用可能なサイズ・温
度設定・洗剤などをご確認いただいたうえでご使用下さい。
※グラス底面の粒状（封止）は、生産上必要なもので不良品
ではありません。品質等に問題はありませんので、予めご
了承ください。
※手づくりのため、形状や仕上り、サイズ、重量、厚さ等に
誤差が生じますこと、若干のがたつき、製法上やむを得ず、
擦りキズのような線やポッチ、円状模様、型跡がみられ、気
泡が混入している場合がありますこと、ご了承ください。
※画像はイメージです。

レイエスダブル
ウォールグラス
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1277035】
【ハナロロ】プレミアム
100L専用ニットカバー
（チャコールグレー）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・プレミアム100L専用ニットカバー（チャコールグレー）[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（チャコールグレー）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※プレミアム100L本体は、別お礼品【1205841】または
【1205843】（25,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

【1277036】
【ハナロロ】オニオン80L
専用ニットカバー（ベー
ジュ）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・オニオン80L専用ニットカバー（ベージュ）[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（ベージュ）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※オニオン80L本体は、別お礼品【1205837】または
【1205838】（25,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ
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【寄附金区分10,000円以上】

業者名商品名 画像

【1277037】
【ハナロロ】オニオン80L
専用ニットカバー（チャ
コールグレー）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・オニオン80L専用ニットカバー（チャコールグレー）[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（チャコールグレー）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※オニオン80L本体は、別お礼品【1205837】または
【1205838】（25,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

【1284990】
濃厚豆乳チーズケーキ
【プレーン、黒ごま、抹
茶】3種セット

【配達外のエリア】
離島

濃厚豆乳チーズケーキ【プレーン、黒ごま、抹茶】3種セット。
店舗内にある豆腐工房で毎朝搾る1番豆乳、北海道産の甜
菜糖、地元「太田商店らんパーク」のランニングエッグを使
用した、手作りチーズケーキです。召し上がる前日に冷蔵庫
で解凍をしてください。

■お礼品の内容について
・豆乳チーズケーキ プレーン[70g×1]
・豆乳チーズケーキ 黒ごまチーズ[70g×1]
・豆乳チーズケーキ 抹茶チーズ[70g×1]

■賞味期限
いずれも製造日から30日（解凍後3日でお召し上がりくださ
い）

■注意事項/その他
お申し込みいただいてからお作りしています。発送までに時
間がかかる可能性があります。

※画像はイメージです。
※冷凍便でお送りします。

有限会社味の集会
場魚信

【1287355】
抹茶入り玄米茶 ～ 悠
紀斎田米「萬斎」使用
200g×3袋

岡崎市六ッ美、悠紀斎田で収穫されたお米「萬斎」に、丹精
込めて作った富光園の抹茶をブレンドした玄米茶。 玄米の
香ばしさと、清涼感のあるお抹茶のおいしさを味わえるお茶
です。

■内容量
・抹茶入り玄米茶[200g×3袋]

■賞味期限
製造日から6ヶ月

※画像はイメージです。

富光園
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【寄附金区分11,000円以上】

【1266216】
手風琴のしらべ８個入２
箱

１４４層の折パイで北海道小豆のこしあんを包んだ「手風琴
のしらベ」。あっさりした甘みとなめらかさが特徴のこしあん
は、発酵バターの香るパイとマッチして皆様に愛され続けて
います。
カワイイ紙風船も入ったお手土産に使いやすいパッケージ
で、紙手提げも一緒にお付けし、外箱を包装してお届けしま
す。

■内容量
・手風琴のしらべ[８個入×２箱]

■賞味期限
・製造日から40日

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

合名会社備前屋

【1266898】
ぬかたのミネアサヒ EM
竹炭米 3kg

【申込受付期間】
2022年3月31日

【配達外のエリア】
離島

栽培期間中、化学肥料を使わず、ＥМ活性液と竹炭をまい
た田んぼで元気に育った美味しいお米です。

■内容量
・ぬかたのミネアサヒ ＥМ竹炭米[3kg]

■賞味期限
2022年9月30日

■注意事項/その他
※製品到着次第冷蔵庫で保管してください。

※画像はイメージです。

やまぜみファーム

【1280750】
火を使わない初めてのお
香セット（文香・マスク香・
塗香）

大量生産・工場の機械によって製造されたお香ではなく、完
全手作り。お香のスペシャリストである香司が調合したオリ
ジナルブレンドで、華やかさのある優しい香りです。
天然香原料のため、ワインと同じようにその年により香りも
品質も変わってきます。さらに、時間の経過と共に香りが熟
成され、移り行く香りの変化をお楽しみいただけます。

■お礼品の内容
・お香3種類（文香・マスク香・塗香）[文香2個/マスク香2個/
塗香1個]

■原材料・成分
香原料・和紙

■注意事項/その他
・概ね半年から1年を目安にご使用ください。
・和紙袋のお色や形はお任せになります。仕入れによる急
なパッケージ変更もございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

真仁堂

商品名 画像 業者名

受付期間外
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【寄附金区分11,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1280756】
初めての燃やすお香セッ
ト（ステック型・コーン型）

大量生産・工場の機械によって製造されたお香ではなく、完
全手作り。お香のスペシャリストである香司が調合したオリ
ジナルブレンドで、華やかさのある優しい香りです。
天然香原料のため、ワインと同じようにその年により香りも
品質も変わってきます。さらに、時間の経過と共に香りが熟
成され、移り行く香りの変化をお楽しみいただけます。

■お礼品の内容について
・お香2種類[ステック型2種類 コーン型1種類]

■原材料・成分
香原料

■注意事項/その他
・一年以内にご使用ください。

※画像はイメージです。

真仁堂

【1281605】
【ハナロロ】わたし足まく
らパイルカバー付き(グ
レー)

お休み前に足を上げてリラックス。ビーズの出し入れができ
るので、ご自分の好みの高さ、硬さに調節できてぴったり
フィット。

■内容量
・わたし足まくらパイルカバー付き(グレー)[1個]

■原材料・成分
カバー:ポリエステル100%
中袋:ポリエステル100%
中材:発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
〈本体〉
・お洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸した布
などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってください。
・ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品化
しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干しし
てご使用ください。
〈カバー〉
・カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流で
洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※使用感には個人差があります。
※ビーズのにおい対策のため、ビニール袋なしの梱包方法
にてお届けいたします。
※画像はイメージです。

ハナロロ
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【寄附金区分11,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1281606】
【ハナロロ】わたし足まく
らパイルカバー付き(ベー
ジュ)

お休み前に足を上げてリラックス。ビーズの出し入れができ
るので、ご自分の好みの高さ、硬さに調節できてぴったり
フィット。

■内容量
・わたし足まくらパイルカバー付き(ベージュ)[1個]

■原材料・成分
カバー:ポリエステル100%
中袋:ポリエステル100%
中材:発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
〈本体〉
・お洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸した布
などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってください。
・ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品化
しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干しし
てご使用ください。
〈カバー〉
・カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流で
洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※使用感には個人差があります。
※ビーズのにおい対策のため、ビニール袋なしの梱包方法
にてお届けいたします。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1284803】
愛知県岡崎市産キウイフ
ルーツ(ヘイワード)約
2kg(17～18玉入)

【申込受付期間】
～2023年1月28日

【配達外のエリア】
離島

【発送時期】
2022年12月23日～

岡崎市の山間にある駒立町で生産しているキウイフルーツ
(ヘイワード)。堆肥をふんだんに使った土で育てたキウイフ
ルーツを、収穫後りんごと一緒に10日～2週間程度じっくりと
寝かせ、りんごから発生する自然なエチレンガスを利用して
追熟して甘さを引き出しています。
食べ応え抜群のLLサイズから食べやすいM・Sサイズまでを
詰め合わせて送付しますので、朝食や夕食後のデザート、
またはおやつにと様々な用途でご賞味下さい。

■お礼品の内容について
・愛知県岡崎市産キウイフルーツ[約2kg(17~18玉入)×1]

■消費期限
発送日から8日間

■注意事項/その他
※LLサイズからSサイズまでの詰め合わせ約2kg(17~18玉)
入です。数量はお任せとなります。お選びいただけません。
※暖房の効いた暖かい部屋で保管されますと、追熟が急激
に進み、キウイフルーツが傷む原因となります。常時10℃以
下となる場所や冷蔵庫等で保管してください。

※画像はイメージです。

三国観光農園
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【寄附金区分12,000円以上】

【1273263】
だし香る鮮度みそ赤だし
8本セット

美味しさキープの鮮度ボトル使用のだし入り液状みそ。当社
仕込の八丁味噌を使用した赤だしみそです。 今までのみそ
の使いにくさを解消した、溶けやすく、片手でさっと使える便
利な一品。

■内容量
・だし香る鮮度みそ赤だし[410ｇ×8本]

■賞味期限
製造日から364日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株
式会社

【1273275】
だし香る鮮度みそあわせ
8本セット

美味しさキープの鮮度ボトル使用のだし入り液状みそ。3種
のかつおだしと本みりんで本格的なおみそ汁に。今までの
みその使いにくさを解消した、溶けやすく、片手でさっと使え
る便利な一品。

■内容量
・だし香る鮮度みそあわせ[410g×8本]

■賞味期限
製造日から364日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株
式会社

【1273836】
鮮度のこうじみそ 8本
セット

美味しさキープの鮮度ボトル使用のだし入り液状みそ。ロン
グセラー製品「純正こうじみそ」を風味をだし入り鮮度みそで
手軽に味わえる製品です。

■内容量
・鮮度のこうじみそ[410g×8本]

■賞味期限
製造日から269日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株
式会社

【1277738】
純国産100％ 葵クロー
バー生はちみつ(１本瓶)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵クローバー生はちみつ（１本瓶）[280ｇ]

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分12,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1271148】
内田修ジャズコレクション
「クロニクル」

「ドクター・ジャズ」として親しまれた、岡崎市出身の外科医
内田氏（平成28年永眠）。
内田氏と親交の厚いミュージシャンの証言、関係者の対談
及びプライベートテープ目録等を取りまとめた冊子と、プライ
ベートテープから厳選したCDがセットになった一冊。1960年
代から90年代までの長きにわたり、内田氏が記録してきた、
知られざる日本のジャズの重要音源を紹介します。

■お礼品の内容
・内田修ジャズコレクション「クロニクル」[CD付きBOOK「ク
ロニクル」１冊]

※画像はイメージです。

岡崎市役所 生涯
学習課

【1288995】
【ウィリアム モリス】壁掛
け(ケルムスコットツリー)

ウィリアム モリスの次女メイ･ モリスによる「ケルムスコットツ
リー」の壁掛け。
別荘の「ケルムスコット・マナー」で使われていたベッド掛け
をヒントにした鳥と花に囲まれた木のデザイン。

■内容量
・ウィリアムモリス 壁掛け(ケルムスコットツリー)[1枚]

■原材料・成分
サイズ…約245mm×約275mm×約5mm
材質…ポリエステル100%/風通(二重)組織・紙

■注意事項/その他
※使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
※柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア

【1288997】
【ウィリアム モリス】壁掛
け(いちご泥棒)

時代を超えて愛されるウィリアム・モリスのデザインの中でも
不動の人気を誇る「いちご泥棒」の壁掛け。
いちご泥棒は、モリスの別荘である「ケルムスコット・マナー」
でいちごをついばむツグミを見た描いた愛らしいデザインで
す。

ウィリアム・モリスは19世紀の英国の工芸家・デザイナーで
あり「近代デザインの父」といわれています。
100年以上人の心をとらえ愛されているウィリアム・モリスの
テキスタイルデザインの壁掛けをお届けします。

■内容量
・ウィリアムモリス 壁掛け(いちご泥棒) [1枚]

■原材料・成分
サイズ…約245mm×約275mm×約5mm
材質…ポリエステル100%/風通(二重)組織・紙

■注意事項/その他
※使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
※柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア
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【寄附金区分12,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1288998】
【ウィリアム モリス】壁掛
け(ラーモ)

ウィリアム モリスの「ラーモ」の壁掛け。
モリス特有の渦巻く流れのあるブドウの蔓の装飾的がモリ
スらしさを表現しているデザインです。

ウィリアム モリスは19世紀の英国の工芸家・デザイナーで
あり「近代デザインの父」といわれ、そのデザインは100年以
上人の心をとらえ愛されています。

■内容量
・ウィリアムモリス 壁掛け(ラーモ)[1枚]

■原材料・成分
サイズ…約245mm×約275mm×約5mm
材質…ポリエステル100%/風通(二重)組織・紙

■注意事項/その他
※使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
※柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア

【1288999】
【ウィリアム モリス】壁掛
け(ハニーサクル)

ウィリアム モリスの次女メイ･ モリスによる「ハニーサクル」
の壁掛け。
スイカズラの花が葉の中に見え隠れするデザイン。

■内容量
・ウィリアムモリス 壁掛け(ハニーサクル)[1枚]

■原材料・成分
サイズ…約245mm×約275mm×約5mm
材質…ポリエステル100%/風通(二重)組織・紙

■注意事項/その他
※使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
※柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア
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【寄附金区分13,000円以上】

【1273180】
【200ｇ×５】江戸時代から
続く八丁味噌2社×創業
50年老舗とんかつ屋の
秘伝みそだれ

岡崎の老舗、「カクキュー八丁味噌」「まるや八丁味噌」で職
人が伝統的な製法によって作る八丁味噌と、老舗とんかつ
屋「一休」のオリジナル味噌を独自の配合でブレンドしたみ
そだれ。１つずつ手作業で丁寧にお作りしています。
とんかつにかけるのはもちろん、おでん、どて煮、肉みそ炒
めなど様々なお料理にお使いいただけます。

■内容量
・みそだれ[200g×5個]

■賞味期限
製造日から6か月

■原材料・成分
豆みそ(国内製造)、砂糖、酒、山椒、ハーブ、(一部に大豆
を含む）

■注意事項/その他
・おいしさを保つため、開封後は冷蔵庫に保存し、お早めに
お召し上がりください。
・白い斑点上のものは、アミノ酸の一種（チロシン）でよく熟
成させたみその特徴です。
・ご使用後はキャップを閉めて立てて保存してください。

※画像はイメージです。

有限会社一休

【1280768】
お香 家康公の願い 厭
離穢土欣求浄土（おんり
えどごんぐじょうど）（ミニ
飾り香）

大量生産・工場の機械によって製造されたお香ではなく、完
全手作り。お香のスペシャリストである香司が調合したオリ
ジナルブレンドで、華やかさのある優しい香りです。
天然香原料のため、ワインと同じようにその年により香りも
品質も変わってきます。さらに、時間の経過と共に香りが熟
成され、移り行く香りの変化をお楽しみいただけます。

■お礼品の内容について
・ミニ飾り香[1個]

■原材料・成分
香原料

■注意事項/その他
・一年以内にご使用ください。

※画像はイメージです。

真仁堂

【1289396】
一輪挿し「○」

石の一輪挿し。四角く切削した石材をコヤスケとセットウを
使って石を割って作る手作りの品です。１本のお花を飾って
も、身近な野花を飾ってもらっても素敵です。

■内容量
・【手作り】石の一輪挿し「〇」[1個]

■原材料・成分
岡崎産御影石
・サイズ 約直径10cm×高さ14cm
・重量 ２kg

■注意事項/その他
※付属しているガラス容器は、取り外し可能です。（水の入
れ替えも簡単です）

※画像はイメージです。一部画像に造花を入れて写ってい
るものがありますが、造花はついておりません。

石嶽石工業 有
限会社

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分13,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1289397】
一輪挿し「□」

石の一輪挿し。四角く切削した石材をコヤスケとセットウを
使って石を割って作る手作りの品です。１本のお花を飾って
も、身近な野花を飾ってもらっても素敵です。

■内容量
・【手作り】石の一輪挿し「□」[1個]

■原材料・成分
岡崎産御影石
・サイズ 約直径10cm×高さ14cm
・重量 ２kg

■注意事項/その他
※付属しているガラス容器は、取り外し可能です。（水の入
れ替えも簡単です）

※画像はイメージです。一部画像に造花を入れて写ってい
るものがありますが、造花はついておりません。

石嶽石工業 有
限会社

【1264695】
調製豆乳 200ml 2ケース
セット

大豆まろやか製法により、香料・油不使用の大豆本来の風
味を活かした調製豆乳です。

■内容量
・調製豆乳 2ケース48本[1ケース：200ml×24本入]

■賞味期限
製造日から149日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株
式会社
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【寄附金区分14,000円以上】

【1277039】
【ハナロロ】オニオン170L
専用ニットカバー（ベー
ジュ）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・オニオン170L専用ニットカバー（ベージュ）[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（ベージュ）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※オニオン170L本体は、別お礼品【1205839】または
【1205840】（40,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

【1277040】
ハナロロ】オニオン170L
専用ニットカバー（チャ
コールグレー）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・オニオン170L専用ニットカバー（チャコールグレー）[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（チャコールグレー）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※オニオン170L本体は、別お礼品【1205839】または
【1205840】（40,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分14,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1281500】
【ハナロロ】カタチのない
ソファ専用ニットカバー
(チャコールグレー)

おうちでお洗濯OK。カタチのないソファ150Lの専用ニットカ
バーです。適度な伸びがあるのでカバーリングも簡単。

■お礼品の内容について
・カタチのないソファ専用ニットカバー(チャコールグレー)[1
個]

■原材料・成分
カバー:ポリエステル100%

■注意事項/その他
カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流で
洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはチャコー
ルグレー1点となります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※カタチのないソファ本体は、別お礼品【1281493】または
【1281495】（40,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

【1281501】
【ハナロロ】カタチのない
ソファ専用ニットカバー
(ベージュ)

おうちでお洗濯OK。カタチのないソファ150Lの専用ニットカ
バーです。適度な伸びがあるのでカバーリングも簡単。

■お礼品の内容について
・カタチのないソファ専用ニットカバー(ベージュ)[1個]

■原材料・成分
カバー:ポリエステル100%

■注意事項/その他
カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流で
洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはベージュ
1点となります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※カタチのないソファ本体は、別お礼品【1281493】または
【1281495】（40,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ
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【寄附金区分15,000円以上】

【1200011】
みそ煮込うどん６食セット
MU-6

味噌と生麺との相性が良い味噌煮込みうどんは岡崎の郷土
料理のひとつで、その味が皆さまにご好評いただいておりま
す。生うどんのまま、他の具材とグツグツと煮込んでお召し上
がりください。

■内容量
みそ煮込うどん 1食185g(麺:120g、スープ65g)×6食分
■賞味期限：製造日より60日

※画像はイメージです。

株式会社 まるや八
丁味噌

【1200012】
有機味噌詰合せ 有機-
Ｍ

有機JAS認定の原料を使用した八丁味噌・赤だしの詰合せを
お届けします。 『八丁味噌』はみそ企業として最も古い歴史
をもち、多くの皆さまの信頼に支えられ、伝統製法にこだわり
続けて参りました。岡崎城から西へ八丁の距離にあることか
ら、かつて八丁村(現:岡崎市八帖町)と呼ばれました。この地
で仕込んだ、水分が少なく硬くコクの深い味噌が八丁味噌で
す。現在も八帖町の2社が木桶に石を円錐状に積み上げ、二
夏二冬、天然醸造する伝統を守り続けています。
※有機JAS認定:2006年3月25日取得

■内容量
・有機八丁味噌 400g×1
賞味期限:製造日より540日

・有機赤だし 500g×2
賞味期限:製造日より360日

※画像はイメージです。

株式会社 まるや八
丁味噌

【1200013】
味噌4種詰合せ いろどり
R-4

地元岡崎市の老舗みそ企業まるやの人気の品4種(八丁味
噌、 赤だし、 みそだれ、即席みそ汁)の詰合せです。 『まる
やのみそだれ』は八丁味噌をベースに甘く味付けをした味噌
だれとなっております。

■内容量
・八丁味噌400g
賞味期限：製造日より540日

・赤だし500g
賞味期限：製造日より360日

・生即席みそ汁5食(即席みそ22g×5袋、みそ汁の具24g×5
袋)
賞味期限：製造日より270日

・まるやのみそだれ150g×2個
賞味期限：製造日より300日

※画像はイメージです。

株式会社 まるや八
丁味噌

【1200017】
岡崎リキュ～ル２本セット

岡崎市制100周年記念事業「赤い糸プロジェクト」の製品とし
てリリースした特産品認定製品『岡崎ぶどうリキュ～ル
500ml』。岡崎市駒立町の「駒立のぶどう」を使い、岡崎北部
の蔵元「(資)柴田酒造場」に協力を仰ぎ、岡崎の資源・蔵元・
流通が一体となって造った自慢のお酒です。駒立のぶどう果
汁と、岡崎北部の山間から湧き出る豊かな水が醸し出す、口
当たりまろやかで、ぶどう果汁の自然の甘さが特徴のお酒で
す。
※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。未成年者の
申し受けは致しておりません。

■内容量
・岡崎ぶどうリキュ～ル2本セット 500ml×2本

※画像はイメージです。

株式会社大岡屋

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1200019】
赤出し味噌 化粧樽
1.6kg（400ｇ×４袋）

八丁味噌(豆みそ)に米みそを合わせた調合みそです。着色
料、化学調味料を使用せず、黒糖を甘味補填に配合しまし
た。豆みその旨みと米みその甘味が絶妙な赤出し味噌に仕
上がっています。

■内容量
・赤出し味噌 化粧樽 1.6kg 400g×4袋
賞味期限:製造日から270日

※画像はイメージです。

合資会社八丁味噌

【1200018】
岡崎ぎゅ～っと肉味噌5
個セット

地元岡崎商業高校の生徒さんが岡崎市制100周年を記念し1
年の歳月をかけて開発。美味しい肉味噌を作りました。肉味
噌には岡崎の特産品である『(株)まるや八丁味噌の赤だし』
と『岡崎おうはんの鶏肉』を 原料に使用し、その美味しさを
ぎゅーっと凝縮させた逸品です。ニンニクも使っていますよ。
ごはんにかけるだけでなく、麺類にまぜたり、豆腐にかけたり
いろいろな食材に合うので幅広い料理に使えます。

■内容量
・肉味噌５個セット 130g×5個
賞味期限：製造日から180日

※画像はイメージです。

株式会社大岡屋

【1200085】
岡崎ぎゅ～っと肉味噌3
種 5個セット

地元岡崎商業高校の生徒さんが岡崎市制100周年を記念し1
年の歳月をかけて開発、美味しい肉味噌を作りました。肉味
噌には岡崎の特産品である『(株)まるや八丁味噌の赤だし』
と『岡崎おうはんの鶏肉』を 原料に使用し、その美味しさを
ぎゅーっと凝縮させた逸品で、ニンニクも使用しています。3
種セットは人気のレギュラー3個、唐辛子が入ったチョットピリ
辛のピリ辛唐辛子味1個、コク旨カレー味1個の合計5個の
セットとなっています。ごはんにかけるだけでなく、麺類にま
ぜたり、豆腐にかけたりいろいろな食材に合うので幅広い料
理に使えます。コク旨カレー味はパンとの相性も抜群です。
どれも美味しくてお勧めです!

■内容量
・肉味噌5個セット(レギュラー3個・ピリ辛唐辛子味1個・コク旨
カレー味1個) 130g×5個
■賞味期限:製造日から180日

※画像はイメージです。

株式会社大岡屋

【1200023】
汽車セット（木製汽車1
個、汽車信号1個）

地元岡崎産の杉・桧を使用し、自社で一つ一つ製作していま
す。木のおもちゃはシンプルなので創造力や発想力を養いま
す。車体は丸みを帯び、丁寧に作られているため肌触りがよ
く小さな手でも持ちやすくなっています。タイヤは全て取り外
し可能になっておりますので、指先を使ってタイヤ交換をお楽
しみいただけます。木の優しさや温もりをご家族でお楽しみく
ださい。

■内容量
・汽車セット
汽車 (幅80mm×長さ430mm×高さ約115mm)560g
汽車信号(幅45mm×奥行45mm×高さ95mm)20g×1個

総重量580g
■原材料・成分・提供サービス詳細
汽車:杉・桧 、汽車信号:杉・桧
■注意事項/その他
汽車の高さは、使用している無垢材料にバラつきがあるた
め、多少前後します。
汽車の個々のサイズは、汽車(幅80mm×長さ150mm×高さ
約115mm)、貨車(幅80mm×長さ160mm×高さ95mm、フック
長さ20mm)です。
車軸・信号柱部分のみ外材を使用する場合があります。

※画像はイメージです。

小原木材株式会社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1200027】
みかわもち豚ロース テ
キカツ用・ウデモモ切り落
とし盛り合わせ（計2.1kg）

【配達外のエリア】離島

愛知県三河地域で健康に育った豚肉の中から、職人の目利
きで厳選に厳選を重ねた銘柄「みかわもち豚」。その中で岡
崎市の矢作畜産さんが丹精込めて育てた豚肉をご提供させ
ていただきます。独自の配合飼料を与えているので肉はあっ
さりと臭みがなく、脂はじわっとした甘みのある味わいです。
岡崎生まれ岡崎育ちの安心安全な豚肉を是非お試しくださ
い。

■内容量
みかわもち豚 計2100g
・ローステキカツ用600g×1パック
・ウデモモ切り落とし1500g(500g×3パック)
■賞味期限:製造日から90日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです。

株式会社 深瀬畜
産

【1200031】
みかわもち豚ロースしゃ
ぶしゃぶ用・ウデモモ切
落し盛り合わせ（計
1.75kg）

【配達外のエリア】離島

愛知県三河地域で健康に育った豚肉の中から、職人の目利
きで厳選に厳選を重ねた銘柄「みかわもち豚」。その中で岡
崎市の矢作畜産さんが丹精込めて育てた豚肉をご提供させ
ていただきます。独自の配合飼料を与えているので肉はあっ
さりと臭みがなく、脂はじわっとした甘みのある味わいです。
岡崎生まれ岡崎育ちの安心安全な豚肉を是非お試しくださ
い。

■内容量
みかわもち豚 計1750g
・ロースしゃぶしゃぶ用2パック(計900g)
・ウデモモ切り落とし2パック(計850g)
■期限：賞味期限:製造日から90日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです。

株式会社深瀬畜産

【1200059】
みかわもち豚ロース味噌
漬け・ウデモモ切落し盛り
合わせ（計1.88kg）

【配達外のエリア】離島

ロース味噌漬けは、地元岡崎市の矢作畜産さんがこだわり
の配合飼料で丹精込めて育てた「みかわもち豚」のロース
を、岡崎市東部山間部で古くから作られている「額田(ぬかた)
味噌」がベースのオリジナル味噌ダレに漬け込みました。ウ
デモモ切落しとセットでお届けいたします。 甘みのある脂身と
クセのない味わいがどんな料理にも適している「みかわもち
豚」をお楽しみください。

■内容量
みかわもち豚 計1880g
・ロース味噌漬け2パック(計780g)
・ウデモモ切り落とし2パック(計1100g)
■期限：賞味期限:製造日から90日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです。

株式会社 深瀬畜
産

【1200030】
ふわふわクリーム大福
【夢大福】20個

【配達外のエリア】離島

創業明治、100年以上の歴史を持つ和菓子屋が作ったふ
わっふわんのクリーム大福。食べた瞬間の口どけをぜひお
楽しみください!約10種類の味をお届けいたします。(季節によ
り味の種類は変動いたします)人気の味は抹茶とストロベ
リー、女性に人気のほうじ茶やティラミスなどがあります!冷凍
便のお届けですが、召し上がる際は冷蔵庫で2時間以上おい
て頂くとふわふわ食感をお楽しみ頂けます。極限まで柔らか
くしたお餅を一つ一つ手作業で包むまさに職人技。味わった
事のない食感を是非ともお楽しみ下さい。

■内容量
・クリーム大福
お届け例:抹茶・小倉・ほうじ茶・ストロベリー・ティラミス・ピー
チ・レモン・ヨーグルト・八丁味噌・マンゴー・トウモロコシ・カ
フェオレ・ショコラ・りんごなど) 20個
■消費期限：14日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです

有限会社近江屋本
舗
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1200034】
岡崎ぬかたブランド ふる
さと蒟蒻 まんぷくセット30
号

【1109748】
防災ヘルメット まもりくん
（オレンジ1個）

ヘルメットにはLEDライト、呼子笛、軍手、マスクを装着してお
り、頭頂部には蓄光テープがついているため停電時に光りま
す。またフック穴もついていますので、任意の場所にフックを
取り付けたり、取り外したりすることが出来ます。

■内容量
・防災ヘルメット(オレンジ) 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
重さ:395g
サイズ:55cm～61cm(サイズ調整可能)

高さ135cm×幅235cm×奥行300m(つば、突起含む)
付属品:LEDライト(電池付き)、呼子笛(アルミ製)、マスク（不織
布）、軍手(Mサイズ)
■注意事項/その他
LEDライトの乾電池は自然放電します、点灯確認し交換してく
ださい。

※画像はイメージです

有限会社石原ライト
工業所

【1109749】
防災ヘルメット まもりくん
（ホワイト1個）

ヘルメットにはLEDライト、呼子笛、軍手、マスクを装着してお
り、頭頂部には蓄光テープがついているため停電時に光りま
す。またフック穴もついていますので、任意の場所にフックを
取り付けたり、取り外したりすることが出来ます。

■内容量
・防災ヘルメット(ホワイト) 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
重さ:395g
サイズ:55cm～61cm(サイズ調整可能)

高さ135cm×幅235cm×奥行300cm(つば、突起含む)
付属品:LEDライト(電池付き)、呼子笛(アルミ製)、マスク(不織
布)、軍手(Mサイズ)
■注意事項/その他
LEDライトの乾電池は自然放電します、点灯確認し交換してく
ださい。

※画像はイメージです

有限会社石原ライト
工業所

手間のかかる製法で作り上げることで、気泡を作り、味付け
のしやすい蒟蒻「生芋蒟蒻」が生まれます。ばた練り缶蒸し
製法や、たっぷりのお湯を張った煮釜でゆっくりと炊き上げる
「生芋蒟蒻」は、故郷の母が作ってくれたような蒟蒻です。 本
物・健康・上質・美味しさにこだわり、長年にわたり信頼とブラ
ンド力を育み、ふるさとの美味しい蒟蒻を作り続けてきまし
た。蒟蒻の成分のほとんどは「水」。だから澄んだ美味しい水
にこだわります。木曽山系の南端に位置する岡崎市の東部
(旧額田町)は、平成の名水百選に選ばれた地域です。硬度
0.2という軟水は、全国的にも注目されている水質です。ふる
さとの水は、地域の農産物に豊かな恵みを与えてくれます。
皆様におもてなしの心を持って『ふるさと蒟蒻』をお届けしま
す。

■内容量
・生芋角こんにゃく 250g×2枚
・生芋糸こんにゃく 200g×2袋
・生芋きしめん風蒟蒻 200g×2袋
・岡崎いえやす田楽 蒟蒻200g、添付味噌30g
・八丁味噌田楽蒟蒻 蒟蒻200g、添付味噌30g
・炒める絡める蒟蒻 蒟蒻200g、添付たれ35g
・生芋小玉こんにゃく 150g
・青さのり さしみ玉こん 200g
・生芋さしみ玉こん 200g
・唐辛子さしみ玉こん 200g
・黒胡麻さしみ玉こん 200g
・生芋大玉こんにゃく 430g
・生芋中丸こんにゃく 500g
■賞味期限：製造日から150日

※画像はイメージです。

味工房うめきん
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1200087】
愛知県産 うるち米「萬
歳」 １kg

【申込受付期間】
～2020年02月20日

【発送時期】
お申し込み後1～2週間程
度で順次発送予定

100年前の懐かしさが香るお米「萬歳」をお届けします。
わずか10gの種籾から復活のストーリーは幕を開けました。
現代の環境に苦闘しながらも少しずつ生産量を増やしてい
き、いよいよ販売できるようになりました。
「萬歳」は大正天皇の即位を祝う大嘗祭の献上米であったこ
とで知られている、縁起の良いお米です。
味と香りは日本古来のもので、冷めると甘みが強くなる傾向
があり、炊きたてはもちろん、冷めても美味しいです。

■内容量
・愛知県産 うるち米 白米 1kg
■賞味期限:精米日から30日

※画像はイメージです。

株式会社オペレー
ター加藤

【1200122】
岡崎駒立ぶどう狩り入園
券セット（ファミリー）

【申込受付期間】
～ 2022年6月20日

【発送時期】
2022年6月下旬から順次
発送予定

岡崎駒立ぶどう狩り組合に所属する7園でご使用いただける
ぶどう狩り体験チケットです。大人2名様、子供1名様分の計3
枚でお届けします。ご家族の皆さまでぜひお楽しみください。

■内容量
・岡崎駒立ぶどう狩り組合 入園券(ぶどう狩り体験チケット)
大人入園券:2枚 小人入園券:1枚 計:3枚セット

■使用期限
・2022年8月1日～2022年9月30日

■注意事項/その他
・寄付お申し込み受付後、岡崎駒立ぶどう狩り組合より入園
券を送付いたします。
・ご予約は不要ですが、ご利用時はチケットを必ずご持参くだ
さい。
ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出
来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)
・ヤマサ園、柴久園、ヤマオカ果園、マル京果園、常果園、幸
果園、マルタ園の7園でご使用いただけます。
・ぶどうが無くなり次第、ぶどう狩りを終了させていただきま
す。ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承
ください。
・チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
・チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

岡崎駒立ぶどう狩り
組合

【1210173】
ときなんの自然薯「夢とろ
ろ」約１kg

自然薯は古来より日本の山野に自生し、高い栄養価と美味
しさを持っています。「夢とろろ」は、愛知県が育成した品種で
あり、強い粘りと食味が良いのが特徴です。その特徴を生か
すべく、空気も水も新鮮で昼夜の寒暖差も大きい、岡崎市北
東部の山間地で丹精込めて栽培しています。 １kg入りなの
で、定番のとろろ汁なら、なんと10～15人前分にもなります。
その他には、すりおろしたものにほんの少し塩を振りそのま
ま海苔で包んで素揚げして食べる「磯辺揚げ」や、蔓に近い
少し硬い部分を3mm程度にスライスして麺つゆか醤油をたら
して食べる「お刺身」などもおすすめです。
いずれの食べ方の場合も、下準備として、乾いた状態の自然
薯のひげ根をコンロやガストーチなどの炎で軽くあぶり焼きを
してから水洗いをしていただくと、調理がしやすく食味も良い
です。また、芋の皮は剥かない方が、やはり調理がしやすく
風味も良いです。自然薯栽培歴35年以上の常南自然じょ生
産組合が自信をもってお届けする、美味しい岡崎産「夢とろ
ろ」をぜひご賞味ください。

■内容量
・自然薯 約1kg(2～3本程度)
■賞味期限: 発送日から10日
■注意事項/その他
お礼品が到着しましたら、箱から取り出し冷暗所にて保存し
てください。

※画像はイメージです。

常南自然じょ生産組
合

受付期間外

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1200354】
岡崎駒立ぶどう３種詰め
合わせ２kg

【申込受付期間】
～2022年8月29日

【発送時期】
2022年9月上旬頃より順
次発送予定

【配達外のエリア】離島

岡崎市北部の山間地で栽培されたぶどうです。黒・赤・緑色
の3種のぶどうを色どり良く、そのとき一番おいしい品種を
セットにしてお届けします。味に品種にこだわった美味しいぶ
どうを是非ご賞味ください。

■内容量
・岡崎駒立産ぶどう3種詰め合わせ 2kg

■賞味期限
・発送日より1週間

※品種はおまかせになります。お選びいただけませんので予
めご了承ください。
※クール便(冷蔵)
※収穫状況により、発送予定から前後する場合がございま
す。
※生鮮物ですので期限は目安となります。状態をよくご確認
の上、到着後は、お早めにお召し上がりください。
※記載の期限は、発送日基準の目安となります。
※画像はイメージです。

岡崎駒立ぶどう狩り
組合

【1200355】
岡崎駒立ぶどう 種なし巨
峰２kg

【申込受付期間】
～ 2022年8月29日

【発送時期】
2022年9月上旬頃より順
次発送予定

【配送外のエリア】離島

岡崎市北部の山間地で栽培している種なし巨峰です。
駒立町は砂地で水はけがよく、昼夜の温度差があり、甘く色
付きの良いぶどうができます。

■内容量
・岡崎駒立産種なし巨峰 2kg(4房～6房程度)
■原産地
・岡崎市駒立町
■賞味期限
・発送日より1週間

※クール便（冷蔵）
※収穫状況により、発送予定から前後する場合がございま
す。
※生鮮物ですので期限は目安となります。状態をよくご確認
の上、到着後は、お早めにお召し上がりください。
※記載の期限は、発送日基準の目安となります。
※画像はイメージです。

岡崎駒立ぶどう狩り
組合

【1200465】
岡崎産 とれたてやっちゃ
場 野菜・果物セット

【配達外のエリア】離島

矢作川の肥沃な大地、郷土岡崎で育んだ野菜と果物を目利
きのプロが厳選してお届けします。

【お届け例】
・春(3月～6月)
とげなし美茄子・トマト・フリルレタス・大根・キャベツ・シイタ

ケ・イチゴ
・夏(7月～9月)
長茄子・水茄子・フリルレタス・生きくらげ・トウモロコシ・ブド

ウ
・秋(10月～11月)
長茄子・水茄子・シイタケ・フリルレタス・白菜・キャベツ・ブ

ロッコリー・トマト・カキ・イチゴ・クリ
・冬(12月～2月)
とげなし美茄子・トマト・サトイモ・シイタケ・フリルレタス・ニ

ンジン・白菜・キャベツ・ほうれん草・イチゴ
■内容量
・やっちゃ場 野菜・果物セット 10～15品程度
■消費期限：発送日から7日

※クール便(冷蔵)
※画像はイメージです。

愛知県中央青果株
式会社

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1200613】
とれたて極甘大粒 岡崎
産 紅ほっぺ 6パック
セット

【申込受付期間】
～2022年3月15日

【発送時期】
2022年2月上旬頃より順
次発送予定

【配達外のエリア】離島

果皮や果肉が美しい紅色をしている紅ほっぺ。甘みと酸味の
程よいバランスが特徴で、いちご本来の甘酸っぱさが堪能で
きます。目利きのプロが選んだ色鮮やかで大粒の岡崎産「紅
ほっぺ」をお届けします。6パック入りの大ボリュームでお楽し
みください。

■内容量
紅ほっぺ 6パック

■賞味期限
発送日から7日

■注意事項/その他
※生鮮食品ですので到着後は冷蔵保存し、お早めにお召し
上がり下さい。
※出荷時期になりましたら順次発送していきます。
※天候の影響で収穫量・収穫時期が遅れた場合、到着まで
お時間をいただくこともございます。
※クール便(冷蔵)
※画像はイメージです。

愛知県中央青果株
式会社

【1200616】
「地元ブランド」テツマEM
たまご 濃厚な味わいたま
ご 40個⼊り

【配達外のエリア】離島

テツマEMたまごはEM菌を飼料に与え、ビタミンEとDHAを強
化したたまごなのです。小さなお子様からお年寄りの方まで
お召し上がりいただけます。まずは、たまごかけごはんでご
賞味ください!

■内容量
・テツマEMたまご M～Lサイズ40個入り
■賞味期限:出荷日より14日

※クール便(冷蔵)
※画像はイメージです

有限会社テツマ・
イーエムタマゴ

【1200754】
えごまオイルギフト
（AL32-EN）

明治35年に岡崎市で創業された油屋です。健康生活をお手
伝いする話題のえごまオイルは、現代人に不足しがちなオメ
ガ3脂肪酸（α-リノレン酸）を約60％含んでいます。さらさらと
して、油っぽくない口当たりでクセがなくさっぱりとした味わい
のため、料理の味を邪魔しません。毎日小さじ1杯のえごまオ
イルで1日に必要な量を摂取できます。箱入りの3本セットで
すので、お届け物にもぜひご利用ください。

■内容量
・えごまオイル(ギフト箱入り) 180g×3本
■賞味期限：製造日より1年間

※画像はイメージです。

太田油脂株式会社

【1200612】
岡崎産 とれたてやっちゃ
場 野菜セット

【配達外のエリア】離島

矢作川の肥沃な大地、郷土岡崎で育んだ野菜を目利きのプ
ロが厳選してお届けします。

【お届け例】
・春(3月～6月)
とげなし美茄子・トマト・フリルレタス・大根・キャベツ・シイタ

ケ
・夏(7月～9月)
長茄子・水茄子・フリルレタス・生きくらげ・トウモロコシ

・秋(10月～11月)
長茄子・水茄子・シイタケ・フリルレタス・白菜・キャベツ・ブ

ロッコリー・トマト
・冬(12月～2月)
とげなし美茄子・トマト・サトイモ・シイタケ・フリルレタス・ニ

ンジン・白菜・キャベツ・ほうれん草
■内容量
・やっちゃ場 野菜セット 10～15品程度
■消費期限：発送日から7日

※画像はイメージです。

愛知県中央青果株
式会社

受付期間外

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1200756】
亜麻仁オイルギフト（F-
32N）

1日スプーン1杯からはじめる美活︕独自の“圧搾クリア製
法”で、クセがなく、さっぱりとした味わい︕アマニ油・えごま
油・しそ油・魚油に多く含まれるオメガ3脂肪酸は、現代の食
生活で不足しがちな栄養素成分です。体内で他の脂肪酸か
ら合成できないために摂取する必要がある脂肪酸のことを
「必須脂肪酸」と呼びます栄養機能食品の対象成分であるオ
メガ3脂肪酸を豊富に含んだアマニ油で、体の中からキレイを
始めませんか？太田油脂は明治35年に岡崎市で創業された
油屋です。亜麻仁オイルはクセがなく、さっぱりとした味わい
のため料理の味を邪魔しません。亜麻仁オイルを初めて使う
方にオススメのビンタイプです。

■内容量
・亜麻仁オイル(ギフト箱入り) 180g×3本
■賞味期限：製造日より1年間

※画像はイメージです。

太田油脂株式会社

【1200757】
えごまオイルギフト「ドレッ
シング⼊り」（AL30-C）

オメガ3脂肪酸を豊富に含んだえごま油と、サラダと相性抜群
の黒酢入りえごまオイルドレッシング。えごま油・アマニ油・し
そ油・魚油に多く含まれるオメガ3脂肪酸は、現代の食生活で
不足しがちな栄養成分です。体内で他の脂肪酸から合成で
きないために摂取する必要がある脂肪酸のことを「必須脂肪
酸」と呼びます。栄養機能食品の対象成分であるオメガ3脂
肪酸を豊富に含んだえごまオイルで、食べる美生活を始めて
みませんか？えごまはシソ科の植物でオメガ3脂肪酸を約
60％含んでいます。

■内容量
・えごまオイル 180g×1本
・えごまオイルドレッシング黒酢 200㎖×2本
■賞味期限：製造日より1年間

※画像はイメージです。

太田油脂株式会社

【1217684】
生産者直送！シャインマ
スカット1房と大粒他品種
ぶどうの詰め合わせ 約
1.7kg【種無し】

【発送時期】
2021年8月25日 〜

【配達外のエリア】
離島、北海道、沖縄県、
東北、中国、四国、九州

岡崎市でぶどう栽培を始めて50年以上の農園で丹精込めて
栽培した『種無しぶどう』です。シャインマスカットを1房必ずお
入れし、大粒の他品種を2～3房お入れした詰め合わせにな
ります。
時期やぶどうの状態により他品種にあたる部分は異なります
が、いずれも中信園で人気の品種を丁寧に箱詰めして贈ら
せていただきます。

■内容量
・シャインマスカット(1房)、多品種の葡萄(2～3房) 計約1.7kg
他品種は下記の中から時期によって異なります。

※品種のご指定は出来ません。
巨峰、藤稔、ピオーネ、リザマート、クイーンニーナなど

■賞味期限：出荷日＋３日

※種無し処理をしておりますが、完全に抜けない場合がござ
います。
※丁寧な梱包を心がけておりますが、配送時の衝撃などによ
り実が軸から外れてしまう場合がございます。
※クール便(冷蔵)
すぐお召し上がりにならない場合は早めに冷蔵庫に入れて
保管してください。
※画像はイメージです。

中信園

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1201465】
岡崎市美術博物館年間
パスポート

美術博物館の年間パスポートです。お申し込み後から１年
間、岡崎市美術博物館、おかざき世界子ども美術博物館、岡
崎市美術館の主催展覧会が無料で何回でも観覧できます。
岡崎市美術博物館で開催中の展覧会図録が割引価格で購
入できます（受付販売に限る）
パスポート会員限定の展示説明会や各種イベント・ワーク
ショップへの参加も可能です。
（岡崎市美術博物館ニュース「アルカディア」の発送 等）

■内容量
・岡崎市美術博物館年間パスポート 1枚 （1名様）
■使用期限：発効日から1年間
■注意事項/その他
・パスポート引換券を送付いたします。来館時に引換券と身
分証明書をご持参いただき、パスポートと引き換えをお願い
いたします。
・ご来館当日は必ず「パスポート」をご持参願います。お忘れ
の場合は、別途料金が必要となります。
・来館時のご予約は必要ありませんが、定休日・営業時間な
どは事前にご確認ください。
・持参されたご本人様のみ有効です。

※画像はイメージです。

岡崎市美術博物館

【1201570】
生産者直送︕ シャインマ
スカット 約1.7kg

【発送時期】
2021年9月5日より順次発
送
※生産・天候・交通等の
事情により遅れる場合が
あります。

【配達外のエリア】
離島、北海道、沖縄県、
東北、中国、四国、九州

岡崎市でぶどう栽培を始めて50年以上の農園で丹精込めて
栽培したシャインマスカットです。シャキシャキとした食感で皮
ごと食べられます。口いっぱいに広がる甘さとマスカットの香
りをご堪能ください。

■内容量
・シャインマスカット 約1.7kg(2〜4房)
■賞味期限：出荷日＋３日

※種無し処理をしておりますが、完全に抜けない場合がござ
います。
※丁寧な梱包を心がけておりますが、配送時の衝撃などによ
り実が軸から外れてしまう場合がございます。
※クール便(冷蔵)
すぐお召し上がりにならない場合は早めに冷蔵庫に入れ

て保管してください。
※画像はイメージです。

中信園

【1201708】
スーパーフードらセット

スーパーフード「コーヒーピールパウダー」を使用したどら焼
き4個とカップオンコーヒー2種10個のセット。スーパーフード
らは、岡崎市老舗の和菓子屋「小野玉川堂」と、自家焙煎珈
琲豆専門店「樹の香」が共同開発。どら焼きの皮には、コー
ヒーピールパウダーと樹の香でハンドドリップした濃厚な「新
緑ブレンド」がたっぷり練り込んであります。珈琲風味で新食
感な、ちょっぴり大人のどら焼きに仕上がりました。また、樹
の⾹オリジナル「カップオンコーヒー」は、⼀粒⼀粒丁寧に選
別した上質の珈琲豆を直火焙煎し、新鮮なうちにパックしまし
た。香りが強く後味スッキリ！コクのあるタイプと優しいタイプ
をご用意いたしました。

■内容量
・スーパーフードら（どら焼き） 4個
・カップオンコーヒー「極み」 1個（コーヒー粉10g）×5個入り
・カップオンコーヒー「和み」 1個（コーヒー粉10g）×5個入り
■賞味期限
・スーパーフードら（どら焼き）：製造日より14日
・カップオンコーヒー：製造日より1年間

※画像はイメージです。

自家焙煎珈琲豆専
門店 樹の香

受付期間外

受付期間外

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1202630】
釣り糸セット（へら鮒A）ナ
イロン道糸0.8号／ナイロ
ンハリス0.4号

高強力・高耐久ナイロン道糸とハリスのセット
＜道糸＞将鱗 へらTYPEII 道糸 0.8号
▸ナイロンの中でもやや硬めの素材を選択し、扱いやすさを
重視。
▸糸に張りと腰を持たせ、高活性のへらを手返しよく釣り上げ
るのに最適です。
▸高融点ナイロンの使用により、ウキ止めゴム移動時の摩擦
熱によるダメージを軽減。
＜ハリス＞将鱗 へらTYPEII ハリス 0.4号
▸適度な張りと高強度のバランス設計。
▸コシのある糸質により、ハリス絡み・チヂレなどのトラブルを
解消。
▸高活性のへらを手返しよく釣り上げるのに最適です。
▸たっぷり使えるお得な75m巻き。

■内容量
・将鱗 へらTYPEII 道糸 0.8号 （50m巻） 1個
・将鱗 へらTYPEII ハリス 0.4号（75m巻） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
<道糸>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：パッションピンク
<ハリス>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社

【1202628】
釣り糸セット（海釣りA）
ナイロン道糸1.75号／フ
ロロカーボンハリス1.5号

あらゆるシーンで使用可能な道糸「ブラックマスター」と結び
が極まるハリス「スムーズロック」をセット
＜道糸＞銀鱗スーパーストロング「ブラックマスター」エクスト
ラ
▸逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライ
ムグリーンカラー。
▸特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。ガイ
ドとの摩擦や、水中の障害物によるダメージにも抜群の耐久
力を発揮。
▸遠投性に不可欠なナイロン素材の滑らかさと、強度のベスト
バランス。
▸馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペン
ド仕様。
▸ラインの初期性能を100%発揮する、ソフトテンション・パラレ
ルワインディング(平行巻き)仕様。
＜ハリス＞トヨフロン「スムーズロック」
▸東レの新技術「ナノスリット製法」採用。ライン表面にナノ
メートルサイズの微細スリットを刻むことで、摩擦をコントロー
ル。結び目にかかる力を分散させ、結びの実力を最大限発
揮させる。
▸ハリ・コシ、直線性、しなやかさ、全てにおいて安定した品質
を実現

■内容量
・ナイロン道糸 銀鱗スーパーストロング ブラックマスターエ
クストラ 1.75号 （150m平行巻） 1個
・フロロカーボンハリス トヨフロン スムーズロック 1.5号
（50m巻） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
<道糸>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ライムグリーン
<ハリス>
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1202640】
釣り糸セット（へら鮒B）
高視認性ナイロン道糸0.8
号／ナイロンハリス0.4号

将鱗へらシリーズ史上、最も見やすい道糸としなやかで高強
力、エサを喰わす高品質ナイロンハリスをセット
＜道糸＞
将鱗へら ストロングアイ 道糸 0.8号
▸ホワイトイエローカラーが様々な天候、釣り場でも、高い視
認性を発揮。
▸東レ独自の寸法安定性と、高強力を兼ね備える。
▸馴染みがよく、仕掛けを振り込んでからの沈みが抜群。
＜ハリス＞
将鱗へら スーパープロPLUS ハリス 0.4号
▸適度なしなやかさと、高耐久のバランスを両立。しなやかで
魚に喰わせ、耐久性で糸ヨレ・チヂレを軽減。
▸プレッシャーによるタフコンディション時や厳寒期の低活性
へらに最適な、柔軟タイプの喰わせ専用ハリスです。
▸たっぷり使えるお得な75m巻き。

■内容量
・将鱗へら ストロングアイ 道糸 0.8号 （50m巻） 1個
・将鱗へら スーパープロPLUS ハリス 0.4号 （75m巻） 1
個
■原材料・成分・提供サービス詳細
<道糸>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ホワイトイエロー
<ハリス>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社

【1202637】
釣り糸セット（海釣りB）
ナイロン道糸3号／フロロ
カーボンハリス3号

あらゆるシーンで使用可能な道糸「ブラックマスター」と結び
が極まるハリス「スムーズロック」をセット
＜道糸＞銀鱗スーパーストロング「ブラックマスター」エクスト
ラ
▸逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライ
ムグリーンカラー。
▸特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。ガイ
ドとの摩擦や、水中の障害物によるダメージにも抜群の耐久
力を発揮。
▸遠投性に不可欠なナイロン素材の滑らかさと、強度のベスト
バランス。
▸馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペン
ド仕様。
▸ラインの初期性能を100%発揮する、ソフトテンション・パラレ
ルワインディング(平行巻き)仕様。
＜ハリス＞トヨフロン「スムーズロック」
▸東レの新技術「ナノスリット製法」採用。ライン表面にナノ
メートルサイズの微細スリットを刻むことで、摩擦をコントロー
ル。結び目にかかる力を分散させ、結びの実力を最大限発
揮させる。
▸ハリ・コシ、直線性、しなやかさ、全てにおいて安定した品質
を実現。

■内容量
・ナイロン道糸 銀鱗スーパーストロング ブラックマスター
エクストラ 3号 （150m平行巻） 1個
・トヨフロン スムーズロック 3号 （50m巻） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
<道糸>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ライムグリーン
<ハリス>
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1202857】
【釣り糸セット】磯ハリス使
い比べセット フロロカー
ボンハリス1.5号3種

《トヨフロン スムーズロック》
結びが極まる！ 新感覚ハリス。
▸東レの新技術「ナノスリット製法」採用。ライン表面にナノ
メートルサイズの微細スリットを刻むことで、摩擦をコントロー
ル。結び目にかかる力を分散させ、結びの実力を最大限発
揮させる。
▸ハリ・コシ、直線性、しなやかさ、全てにおいて安定した品質
を実現。

《トヨフロン スーパーL・EX ハイパー》
しなやかさが生み出す圧倒的釣果。
▸独自の製法で生みだされた圧倒的なしなやかさ。ライン由
来の不自然さを廃し、魚に違和感なく喰わせることが可能。
▸しなやかさに加え、高次元の直線性をも兼ね備えたスー
パーフロロ。

《トヨフロン スーパーLハード》
根ズレに打ち勝つ耐摩耗性
▸唯一無二の耐摩耗性を生む特許製法。根ズレ後も安心の
残存強度を誇る。
▸優れたハリコシと結束性。ハードな使用感、「強さ」が実感で
きる高硬度フロロ。

■内容量
・プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スムーズロック
1.5号 <５０ｍ巻> 1個
・プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スーパーL・EX
ハイパー 1.5号 <５０m巻> 1個
・プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スーパーLハー
ド1.5号 <５０ｍ巻> 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
<プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スムーズロック
1.5号>
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル
<プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スーパーL・EX
ハイパー 1.5号>
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル
<プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スーパーLハー
ド1.5号>
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1204651】
【釣り糸セット】バス釣り
フィネスセット 『エクス
レッド』 ’19モデル

ポンド表示別専用設計プレミアムフロロカーボンラインです。
ポンド別に全て原料から異なる特性の樹脂を選択し、そのラ
インが優先的に使われる釣り方に応じた特性を存分に生か
す製法を個別に採用しています。

【エクスレッド３～５ポンドの特性】
▸スピニングリールにつきももの糸撚れを最小限に抑える耐
ツイスト性能。
▸極細設計ながらしっかりとした張りと腰による抜群の操作性
を実現。
▸圧倒的残存強力と実用硬度をライン直径に応じて至適化し
た、スピニングギアに必須の癖の取れやすさを実現しまし
た。

■内容量
・プレミアムフロロカーボンライン エクスレッド （３、３.５、４、
４.５、５Ｌｂ）５個セット
＜１50m平行巻＞ 各１個

■原材料・成分・提供サービス詳細
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル（７５ｍカットマーキング付）

※本製品は、２０１９年モデルになります。
※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社

【1202868】
【釣り糸セット】磯道糸使
い比べセット ナイロン道
糸2号3種

《銀鱗 スーパーストロング ブラックマスター エクストラ》
抜群の操作性、安定した沈み。ターゲット・場所を問わずあら
ゆるシーンで使用が可能。
▸逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライ
ムグリーンカラー。
▸特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。
▸馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペン
ド仕様。

《銀鱗 スーパーストロング ネオ》
剛性と高操作性が融合した高強力スーパーナイロンライン。
▸銀鱗ＳＳシリーズを踏襲した最高クラスの高強力ナイロンラ
イン。
▸厳密な直線均一性設計によりワンランク細く強く、撥水性能
で滑り性、表面耐久力をアップ。
▸風や2枚潮にも対応できるサスペンドライン。

《銀鱗 スーパーストロング ハイポジションフロート》
様々な自然条件・状況変化・釣法に対応する、SSシリーズ・
フロートタイプ
▸低比重（1.08）特殊ナイロンによるフロート仕様。
▸視認性に優れるマットホワイトスペシャル。
▸沈まないナイロンとして潮の流れが一目でわかり、湾内や
流れの無いフィールド、浅場の岩礁エリアで効果抜群。

■内容量
・銀鱗 スーパーストロング ブラックマスター エクストラ 2
号 <150m平行巻> 1個
・銀鱗 スーパーストロング ネオ 2号 <150m平行巻> 1個
・銀鱗 スーパーストロング ハイポジションフロート（マットホ
ワイトスペシャル） 2号 <150m平行巻> 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
<銀鱗 スーパーストロング ブラックマスター エクストラ 2
号>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ライムグリーン
<銀鱗 スーパーストロング ネオ 2号>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ゴールド
<銀鱗 スーパーストロング ハイポジションフロート（マットホ
ワイトスペシャル） 2号>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：マットホワイトスペシャル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1204659】
バス釣り ライトプラグ
セット 『エクスレッド』 ’１
９モデル

ポンド表示別専用設計プレミアムフロロカーボンラインです。
ポンド別に全て原料から異なる特性の樹脂を選択し、そのラ
インが優先的に使われる釣り方に応じた特性を存分に生か
す製法を個別に採用しています。

【エクスレッド６～９ポンドの特性】
▸ベイトフィネスタックルに欠かせない小径ベイトスプールに巻
かれてもコイル状の糸癖がつきにくい抜群のしなやかさを維
持したまま、耐摩耗性、結節強度を特殊表面加工によりアッ
プデート。
▸小型ハードベイトによるハードベイトフィネスにも優れた操作
性、耐久性を発揮します。

■内容量
・プレミアムフロロカーボンライン エクスレッド （６、７、８、９Ｌ
ｂ）４個セット
＜１５０ｍ平行巻＞ 各１個

■原材料・成分・提供サービス詳細
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル（５０、１００ｍカットマーキング付）

※本製品は、２０１９年モデルになります。
※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社

【1204939】
めがね用フェイスガード
半透明（クリアーシート・
バイオレット）各5枚

シート状になっており、マジックテープでめがねのツルに取付
が出来ます。
重さも5.8グラムと軽く、めがねに装着しても装着した時の重さ
をほとんど感じません。
クリアー、バイオレットの半透明シートを使用しています。
サングラスやめがねは付属いたしません、お手持ちの物をご
用意してください。

■内容量
・まもりくん めがね用フェイスガード
10枚セット（クリアー、バイオレット各5枚）

※画像はイメージです。

有限会社石原ライト
工業所

【1204660】
バス釣り バーサタイル
セット 『エクスレッド』 ’１
９モデル

ポンド表示別専用設計プレミアムフロロカーボンラインです。
ポンド別に全て原料から異なる特性の樹脂を選択し、そのラ
インが優先的に使われる釣り方に応じた特性を存分に生か
す製法を個別に採用しています。

【エクスレッド１０～１１ポンドの特性】
▸ベイトフィネスタックルに欠かせない小径ベイトスプールに巻
かれてもコイル状の糸癖がつきにくい抜群のしなやかさを維
持したまま、耐摩耗性、結節強度を特殊表面加工によりアッ
プデート。
▸小型ハードベイトによるハードベイトフィネスにも良好な操作
性、耐久性を発揮します。

【エクスレッド１２～１６ポンドの特性】
▸太号柄特有のゴワツキやコイル癖を抑え、ナイロンラインに
劣らぬしなやかさとフロロならではの耐摩耗性のバランスをラ
イン直径に合わせて再検証。
▸フロロ特有の強度はそのままに、より巻物ルアーへのス
ムーズ＆コンフォートな操作性能と、ビッグベイトやヘビーカ
バー使用時の操作性、アンチコイル特性、耐摩耗性、耐
ショック性を向上させています。

■内容量
・プレミアムフロロカーボンライン エクスレッド （１０、１１、１
２、１４、１６Ｌｂ）５個セット
※１０、１１、１２Lb：１５０ｍ平行巻、１４、１６Ｌｂ：１００ｍ平行
巻 各１個
■原材料・成分・提供サービス詳細
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル（１０、１１、１２Ｌｂ：５０、１００ｍカッ
トマーキング付、１４、１６Ｌｂ：５０ｍカットマーキング付）

※製品は、２０１９年モデルになります。
※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1205155】
ごちそうクリームパン6個
セット

【配達外のエリア】離島

口どけが良く、なめらかな甘さがお口いっぱいに拡がるス
イーツのような『ごちそう』カスタードクリームを、 ヨーグルトや
はちみつ、米粉などを加えて作った専用のパン生地にたっぷ
りと詰めこみました。
岐阜の養蜂問屋である「秋田屋本店」の特別な膜処理を施し
たはちみつ「クリアハニー」。このはちみつを使い今までにな
いスイーツのようなごちそうなカスタードクリームが出来上が
りました。

■内容量
・ごちそうクリームパン 6個
■原材料・成分・提供サービス詳細
小麦粉、牛乳、卵、生クリーム、砂糖、ヨーグルト、無塩バ
ター、ショートニング、はちみつ、トレハロース、米粉、パネ
トーネ種、生イースト、グラニュー糖、イーストフード、バニラ
シード
■賞味期限：冷凍1ヵ月

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

株式会社サンクレー
ル

【1205157】
おうちで揚げたて 冷凍お
かざきカレーパン 8本セッ
ト

【配達外のエリア】離島

新岡崎グルメ認定！八丁味噌とブランド地鶏岡崎おうはん使
用のコクうまスティックカレーパンです。
揚げたてのおかざきカレーパンの美味しさは格別！揚げたて
をご家族でハフハフしながらおうち時間をお楽しみください。
解凍して揚げるだけの【冷凍パンキット】です。
※2019年第5回全国ふるさと甲子園 世界に誇る逸品部門
ごはん・パン・麺類部門第1位受賞、2019年カレーパングラン
プリ金賞受賞

■内容量
・おうちで揚げたて 冷凍おかざきカレーパン 8本セット
■原材料・成分・提供サービス詳細
澱粉、小麦粉、上白糖、植物性蛋白、植物油脂、全卵、全卵
粉、脱脂粉乳、食塩、加工でん粉、ベーキングパウダー、乳
化剤、鶏肉、玉ねぎ、じゃがいも、ニンジン、ベシャメルソー
ス、調整ラード、カレー粉、肉エキス、みそ、リンゴピューレ、
パン粉、ジンジャーペースト、食塩、トマトペースト、ガーリック
ペースト、チャツネ、リンゴ酢、醤油、蛋白加水分解物、香辛
料、バター、調味料（アミノ酸等）PH調整剤、着色料（ｶﾗﾒﾙ）
■賞味期限：冷凍1ヵ月

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

株式会社サンクレー
ル

【1205191】
地酒 孝の司ささゆりの
里・家康の里セット（SF
KO-SI）

緑豊かな蔵元に湧き出る軟水で醸したお酒は穏やかな香り
とうま味のある味。
蔵元の近くの山肌に咲く可憐なささゆりの花をイメージしたお
酒と、地元の名称家康の生まれた里にちなんだ本醸造酒
家康の里。
2種類の味を飲み比べでお楽しめます。創業1830年（天保元
年）の蔵元は、地域の人々に親しまれた味を守りつつ、
現在に至るまで、地元の三河地区では、飲み飽きしないお酒
として長年愛飲されております。
飲み方：ささゆりの里 冷やして飲むのがおすすめです。 本
醸造家康の里 冷やしてもお燗しても楽しめます。

■内容量
・純米吟醸 ささゆりの里
720ml×1本 重量1,150ｇ

・本醸造 家康の里
720ml×1本 重量1,150ｇ

■原材料・成分・提供サービス詳細
＜純米吟醸 ささゆりの里＞
米（国産）、米麹（国産米）
精米歩合60％
アルコール度数15度
＜本醸造 家康の里＞
米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール
精米歩合７0％
アルコール度数15度
■賞味期限：製造年月より1年間

※画像はイメージです。

合資会社 柴田酒
造場
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1205194】
孝の司 大吟醸 神水仕
込 720ml詰

蔵元の位置する「神水」（かんずい）という地名が表すように、
水質は鉱物をほとんど含まない軟水で、すべてこの井戸水で
お酒を醸し出しています。その中でもこの大吟醸は、兵庫県
産山田錦を全量使い、1粒を40％まで精米し、真珠のように1
粒1粒のお米を丁寧に仕込み、麹菌の持っている力を存分に
引き出しながら、豊かな果実のような香りの日本酒として醸し
出されております。神の水と書いて「神水（かんずい」と呼ば
れる地区の井戸水で仕込んだお酒はその土地の水質の良さ
を感じながら味わっていただきたいお酒です。お祝いの時
や、ちょっぴり贅沢をしたいときにぜひ楽しんでいただきたい
お酒です。

■内容量
・孝の司 大吟醸 神水仕込
720ml 1本 重量1300ｇ

■原材料・成分・提供サービス詳細
お礼品裏面に記載

■消費期限：製造年月360日

※アレルギー物質などの表示につきましては、さとふるサ
ポートセンターまでご連絡ください。
※画像はイメージです。

合資会社 柴田酒
造場

【1205195】
即席赤出し「豆女将」豆
腐・ねぎ・三つ葉３本セッ
ト

料理旅館呑龍のおもたせ詰合せです。美味しさと楽しさをご
家庭へお届けします。
慶事・法事などの引出物や大切な方への贈り物に、 愛知県
名産のカクキュー八丁味噌を使った「即席赤出し豆女将」を
どうぞ。
豆腐・ねぎ・三つ葉をセットにしました。
モチモチなのに香ばしいもなかの中から、風味豊かな八丁味
噌の赤出汁が！初めて出会う美味しさをお届けします。
「おもたせ」としても、軽量でかさばらず持ち帰りが容易な本
格派の即席赤出しです。
菓子職人手焼きの国産100％もち米の最中に、愛知県名産
のカクキュー八丁味噌と天然だし、野菜を入れました。
八丁味噌の風味と焼いたもち米の香りは、自信作です。
熱湯を注ぐと簡単に料理旅館の味をお楽しみいただけます。

■内容量
・即席赤出し「豆女将」豆腐 12.8g×4個入り／1箱
・即席赤出し「豆女将」ねぎ 12.8g×4個入り／1箱
・即席赤出し「豆女将」三つ葉 12.8g×4個入り／1箱
■原材料・成分・提供サービス詳細
＜即席赤出し「豆女将」豆腐 ＞
豆みそ＜大豆（遺伝子組換え大豆は使用していません）＞、
植物油、もち米、かつお節、てんさい糖、
食塩、酵母エキス、昆布（原材料の一部に小麦を含む）、油
揚げ、＜大豆（遺伝子組換えでない）＞、
豆腐、豆腐用凝固剤、わかめ／増粘剤（グァーガム）、酸化
防止剤（ビタミンＥ）
＜即席赤出し「豆女将」ねぎ＞
豆みそ＜大豆（遺伝子組換え大豆は使用していません）＞、
植物油、もち米、かつお節、てんさい糖、
食塩、酵母エキス、昆布（原材料の一部に小麦を含む）、油
揚げ、＜大豆（遺伝子組換えでない）＞、
豆腐用凝固剤、ねぎ、わかめ／増粘剤（グァーガム）、酸化
防止剤（ビタミンＥ）
＜即席赤出し「豆女将」三つ葉＞
豆みそ＜大豆（遺伝子組換え大豆は使用していません）＞、
植物油、もち米、かつお節、てんさい糖、
食塩、酵母エキス、昆布（原材料の一部に小麦を含む）、油
揚げ、＜大豆（遺伝子組換えでない）＞、
豆腐用凝固剤、三つ葉、わかめ／増粘剤（グァーガム）、酸
化防止剤（ビタミンＥ）
■賞味期限：製造日より360日

※画像はイメージです。

料理旅館 呑龍

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1205277】
即席 おしるこ3個入り×2
箱 職人手焼き国産もち
米100％最中で包みまし
た

お湯を注いで食べる即席おしるこ（小豆入り）です。美味な最
中は、餅米（国産）100％です。
お湯を注ぎますとモチモチなのに香ばしい最中の中から、風
味豊かな「おしるこ」が出てきます。
最中は、菓子職人が丁寧に手焼きしています。

●おしるこのおいしいお召し上がり方
1、最中の中心を指で押し、穴を開けてお椀に入れます。
2、穴の部分にアツアツのお湯を約160cc注ぎます。（お好み
で湯量を調整してください）
3、約10秒経ちましたら、お箸でやさしく混ぜてお召し上がりく
ださい。
※最中をくずさずに裏返しますと美しく仕上がります。

■内容量
・即席 おしるこ 2箱（１箱3個入り）
■原材料・成分・提供サービス詳細
砂糖、小豆、もち米（国産）、食塩、甘味料（スクラロース、ア
セスルファムカリウム、還元パラチノース）
■賞味期限：製造日より360日
■注意事項
高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所で保存してください。

※画像はイメージです。

料理旅館 呑龍

【1205275】
即席赤出し「豆女将」・味
噌カレーセット

菓子職人が丁寧に手焼きで焼き上げた国産100％もち米の
最中を使用した、即席赤出し「豆女将」です。
愛知県名産のカクキュー八丁味噌と天然だし、具材を入れた
本格派の即席赤出しです。
八丁味噌の風味と焼いたもち米の香りは、自信作です。
熱湯を注ぐと簡単に料理旅館の味をお楽しみいただけます。
最中の形にもこだわり特許を取得しました。
「味噌カレー」は、八丁味噌の甘味とコクがほんのり和風の味
に。
八丁味噌とカレーはとても合います。この美味しさをレトルト
カレーにてご自宅で気軽に味わっていただけます。
また、茹でたうどんに温めた味噌カレーをかけるとおいしいう
どんが出来上ります。

■内容量
・即席赤出し「豆女将」豆腐 １箱 51.2g（12.8g×4個）
・味噌カレー 中辛 4箱（1箱200g入り）
■原材料・成分・提供サービス詳細
＜即席赤出し「豆女将」豆腐＞
豆みそ＜大豆（遺伝子組換え大豆は使用していません）＞、
植物油、もち米、かつお節、てんさい糖、食塩、酵母エキス、
昆布（原材料の一部に小麦を含む）、油揚げ、＜大豆（遺伝
子組換えでない）＞、豆腐、豆腐用凝固剤、わかめ／増粘剤
（グァーガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ）
＜味噌カレー 中辛＞
野菜(玉ねぎ、にんじん、じゃがいも),調味みそ(米みそ、豆み
そ、発酵調味料、砂糖)、牛肉、小麦粉、ラード、砂糖、カレー
粉乳等を主要原料とする食品、チャツネ、食塩、ビーフエキ
ス、トマトペースト、香辛料／調味料(アミノ酸等)、着色料(カラ
メル、カロチン)、酸味料、香料、(原材料の一部に小麦・乳成
分・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む)
■賞味期限
＜即席赤出し「豆女将」豆腐＞製造日より360日
＜味噌カレー 中辛＞製造日より720日

※画像はイメージです。

料理旅館 呑龍

受付期間外

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1206751】
【釣り糸セット】磯ハリス使
い比べセット フロロカー
ボンハリス1.7号3種

東レトヨフロンシリーズのプレミアムモデルを使ってみません
か？
＜トヨフロン スムーズロック＞
「結びが極まる！ 新感覚ハリス。」
▸東レの新技術「ナノスリット製法」を採用しました。ライン表面
にナノメートルサイズの微細スリットを刻むことで、摩擦をコン
トロールし、結び目にかかる力を分散させ、結びの実力を発
揮させます。
▸ハリ・コシ、直線性、しなやかさ、全てにおいて安定した品質
を実現しました。
＜トヨフロン スーパーL・EX ハイパー＞
「しなやかさが生み出す圧倒的釣果。」
▸独自の製法で生み出された圧倒的なしなやかさにより、ライ
ン由来の不自然さを廃し、魚に違和感なく喰わせることが可
能です。
▸しなやかさに加え、高次元の直線性をも兼ね備えたスー
パーフロロです。
＜トヨフロン スーパーLハード＞
「根ズレに打ち勝つ耐摩耗性」
▸唯一無二の耐摩耗性を生む特許製法で、根ズレ後も安心
の残存強度を誇ります。
▸優れたハリ・コシと結束性、そしてハードな使用感があり、
「強さ」が実感できる高硬度フロロです。

■内容量
・プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スムーズロック
1.7号 （50m巻） 1個
・プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スーパーL・EX
ハイパー 1.7号 （５０m巻） １個
・プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スーパーLハー
ド 1.7号 （５０m巻） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
＜スムーズロック＞
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル
＜スーパーL・EX ハイパー＞
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル
＜スーパーLハード＞
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1206753】
【釣り糸セット】磯ハリス使
い比べセット フロロカー
ボンハリス2号3種

東レトヨフロンシリーズのプレミアムモデルを使ってみません
か？
＜トヨフロン スムーズロック＞
「結びが極まる！ 新感覚ハリス。」
▸東レの新技術「ナノスリット製法」を採用しました。ライン表面
にナノメートルサイズの微細スリットを刻むことで、摩擦をコン
トロールし、結び目にかかる力を分散させ、結びの実力を発
揮させます。
▸ハリ・コシ、直線性、しなやかさ、全てにおいて安定した品質
を実現しました。
＜トヨフロン スーパーL・EX ハイパー＞
「しなやかさが生み出す圧倒的釣果。」
▸独自の製法で生み出された圧倒的なしなやかさにより、ライ
ン由来の不自然さを廃し、魚に違和感なく喰わせることが可
能です。
▸しなやかさに加え、高次元の直線性をも兼ね備えたスー
パーフロロです。
＜トヨフロン スーパーLハード＞
「根ズレに打ち勝つ耐摩耗性」
▸唯一無二の耐摩耗性を生む特許製法で、根ズレ後も安心
の残存強度を誇ります。
▸優れたハリ・コシと結束性、そしてハードな使用感があり、
「強さ」が実感できる高硬度フロロです。

■内容量
・プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スムーズロック
2号 （５０m巻） １個
・プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スーパーL・EX
ハイパー 2号 （５０m巻） １個
・プレミアムフロロカーボンハリス トヨフロン スーパーLハー
ド 2号 （５０m巻） １個
■原材料・成分・提供サービス詳細
＜スムーズロック＞
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル
＜スーパーL・EX ハイパー＞
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル
＜スーパーLハード＞
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1206754】
【釣り糸セット】磯道糸使
い比べセット ナイロン道
糸2.5号3種

＜銀鱗 スーパーストロング ブラックマスター エクストラ＞
抜群の操作性、安定した沈み。ターゲット・場所を問わずあら
ゆるシーンで使用が可能です。
▸逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライ
ムグリーンカラー。
▸特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。
▸馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペン
ド仕様。
＜銀鱗 スーパーストロング ネオ＞
剛性と高操作性が融合した高強力スーパーナイロンラインで
す。
▸銀鱗SSシリーズを踏襲した高クラスの高強力ナイロンライ
ン。
▸厳密な直線均一性設計によりワンランク細く強く、撥水性能
で滑り性、表面耐久力をアップ。
▸風や2枚潮にも対応できるサスペンドライン。
＜銀鱗 スーパーストロング ハイポジションフロート＞
様々な自然条件・状況変化・釣法に対応する、SSシリーズ・
フロートタイプです。
▸低比重（1.08）特殊ナイロンによるフロート仕様。
▸視認性に優れるマットホワイトスペシャル。
▸沈まないナイロンとして潮の流れが一目でわかり、湾内や
流れの無いフィールド、浅場の岩礁エリアで効果抜群。

■内容量
・銀鱗 スーパーストロング ブラックマスター エクストラ 2.5
号 （150m平行巻） 1個
・銀鱗 スーパーストロング ネオ 2.5号 （150m平行巻） 1
個
・銀鱗 スーパーストロング ハイポジションフロート（マットホ
ワイトスペシャル） 2.5号 （150m平行巻） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
＜ブラックマスター エクストラ＞
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ライムグリーン
＜ネオ＞
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ゴールド
＜ハイポジションフロート＞
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：マットホワイトスペシャル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1205202】
東海オンエアコラボセット

岡崎観光伝道師の大人気ニューチューバ―「東海オンエア」
と岡崎市がコラボしたお土産品をお届けします。
八丁味噌を使用した汁なし麺のご当地グルメ「岡崎まぜめ
ん」から派生した「八丁味噌やきそば」と東海オンエアのマー
ク「オンエアバード」の焼き印を押した饅頭のセットです。

■内容量
・岡崎八丁味噌やきそば 621g（めん80g、スープ23g、ふりか
け0.5g）
・ちょこっと東海オンエアまんじゅう 6個
■賞味期限
岡崎八丁味噌やきそば：製造日より8ヵ月
ちょこっと東海オンエアまんじゅう：製造日より25日

※画像はイメージです。

一般社団法人岡崎
市観光協会

東レ・モノフィラメント
株式会社

【1206755】
【釣り糸セット】磯道糸使
い比べセット ナイロン道
糸3号3種

＜銀鱗 スーパーストロング ブラックマスター エクストラ＞
抜群の操作性、安定した沈み。ターゲット・場所を問わずあら
ゆるシーンで使用が可能です。
▸逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライ
ムグリーンカラー。
▸特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。
▸馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペン
ド仕様。
＜銀鱗 スーパーストロング ネオ＞
剛性と高操作性が融合した高強力スーパーナイロンラインで
す。
▸銀鱗SSシリーズを踏襲した高クラスの高強力ナイロンライ
ン。
▸厳密な直線均一性設計によりワンランク細く強く、撥水性能
で滑り性、表面耐久力をアップ。
▸風や2枚潮にも対応できるサスペンドライン。
＜銀鱗 スーパーストロング ハイポジションフロート＞
様々な自然条件・状況変化・釣法に対応する、SSシリーズ・
フロートタイプです。
▸低比重（1.08）特殊ナイロンによるフロート仕様。
▸視認性に優れるマットホワイトスペシャル。
▸沈まないナイロンとして潮の流れが一目でわかり、湾内や
流れの無いフィールド、浅場の岩礁エリアで効果抜群。

■内容量
・銀鱗 スーパーストロング ブラックマスター エクストラ 3
号 （150m平行巻） 1個
・銀鱗 スーパーストロング ネオ 3号 （150m平行巻） 1個
・銀鱗 スーパーストロング ハイポジションフロート（マットホ
ワイトスペシャル） 3号 （150m平行巻） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
＜ブラックマスター エクストラ＞
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ライムグリーン
＜ネオ＞
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ゴールド
＜ハイポジションフロート＞
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：マットホワイトスペシャル

※画像はイメージです。

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1205752】
岡崎の味3点セット（味噌
だれ・味噌・ドレッシング）

【申込受付期間】
～2021年1月31日

創業半世紀を迎えた「とんかつ一休」。永年愛していただいた
お店の味をご家庭でも味わっていただけるようにギフトセット
にしました。地元岡崎の老舗2店の八丁味噌と一休味噌の3
つのハーモニーが楽しめる万能味噌だれ。店主の健康への
想いを叶えてくれたハーブティーをブレンドし、余計なものを
一切使わずに作った体に優しい一休味噌。ゴマやトマト、玉
ねぎ、にんにく等をブレンドしてソフトでまろやかに仕上げた
25年変わらぬ味で愛され続けている和風オリジナルドレッシ
ング。
どれも自慢の逸品です。是非ご堪能ください。

■内容量
・味噌だれ 200g×2個
・一休オリジナル味噌 450g×1個
・一休オリジナルドレッシング 360ml×2個
■賞味期限：すべて製造日から180日

※画像はイメージです。

有限会社一休

【1207563】
一休味噌 5kg

国産大豆を使用し、無駄なものを一切使わず作り上げた、体
にも心にも優しいお味噌です。菌が元気に生きていますの
で、植物性乳酸菌も沢山含まれています！
店主の健康への想いを叶えてくれたハーブティーがブレンド
されています。
名代とんかつ一休ではお味噌汁に使っております。ご家庭で
もお店の味をお手軽に味わっていただけます。
一番人気の製品です。

■内容量
・一休味噌 5kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
大豆（国産）、米、食塩、ハーブ、アルコール
■賞味期限：製造日から360日

※画像はイメージです。

有限会社一休

特定非営利活動法
人ハートフルフレン
ズ

【1204522】
切って焼くだけ！冷凍クッ
キー生地 シート4枚セット
（プレーン3枚・ココア1枚）

【配達外のエリア】離島

ハートフルな自然素材を使用した冷凍クッキー生地とシート
生地です。
シート状に成形されているため、型で抜いてすぐに、焼くこと
ができます。保存料は使用しておりません。
この製品は、小麦粉は北海道産ゆきんこ、バターは北海道
産よつ葉バター、砂糖は鹿児島県産の原糖、そしてたまごは
愛知県産のたまごを使用、ベーキングパウダーもアルミフ
リーを使用し、自然素材にこだわった安心なバタークッキーで
す。
お味は、プレーンとココアです。

■内容量
・冷凍クッキー生地 シート プレーン 3枚
・冷凍クッキー生地 シート ココア 1枚
（シートサイズ 約15×18cm 厚さ6mm 重さ200g ※手作りに
つき若干の誤差はございます。）
■原材料・成分・提供サービス詳細
＜プレーン＞
ゆきんこ小麦粉（北海道産）・よつ葉バター（北海道産）・原糖
（鹿児島県産）・アーモンドプール・卵（愛知県産）・ベーキン
グパウダーアルミフリー
＜ココア＞
ゆきんこ小麦粉（北海道産）・よつ葉バター（北海道産）・原糖
（鹿児島県産）・卵⻩（愛知県産）・ココア・ベーキングパウ
ダーアルミフリー
■賞味期限：製造日から60日
■注意事項/その他
・本品は冷凍便でのお届けになります。到着後は冷凍保存を
お願いします。
・手作業のため形・大きさにばらつきがある場合がございま
す。ご了承ください。

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1204525】
ハートフルな自然素材の
クッキー詰め合わせ 14
種20個

自然素材を使ったクッキー詰め合わせです。種類は14種、合
計20袋です。個数内訳は画像と異なる場合があります。保存
料は使っておりません。
この製品は、小麦粉は北海道産ゆきんこ、バターは北海道
産よつ葉バター、砂糖は鹿児島県産の原糖、そしてたまごは
愛知県産のたまごを使用、ベーキングパウダーもアルミフ
リーを使用し、自然素材にこだわった安心なバタークッキーで
す。
お味は、ココア アーモンドチョコ くるみ チョコチップ キャラメ
ル 抹茶 紅茶 シュガー チェリー シナモン ほうじ茶ラテ ロー
ズマリー ぶどう オカザえもん（シール付き）14種類です。

■内容量
・クッキー 20袋（1袋/6個⼊り）
※オカザえもんクッキーのみ1袋1個入り
■賞味期限：製造日から40日
■注意事項/その他
・個数内訳は画像と異なる場合があります。(個数の内訳指
定はできません。)
・手作業のため形・大きさにばらつきがある場合がございま
す。ご了承ください。
・原材料の⼀部に小麦・乳・卵・くるみを含みます。

※画像はイメージです。

特定非営利活動法
人ハートフルフレン
ズ

【1207309】
切って焼くだけ！冷凍クッ
キー生地8本セット

【配達外のエリア】離島

ハートフルな自然素材を使用した冷凍クッキー生地 8本セット
です。
棒状に成形されているため、切ってすぐに焼くことができま
す。
この製品は、小麦粉は北海道産ゆきんこ、バターは北海道
産よつ葉バター、砂糖は⿅児島県産の原糖、そしてたまごは
愛知県産のたまごを使用、ベーキングパウダーもアルミフ
リーを使用し、自然素材にこだわった安心なバタークッキーで
す。
お味は、プレーン ココア アーモンドチョコ くるみ チョコチップ
キャラメル 抹茶 紅茶の8種類です。

■内容量
・冷凍クッキー生地 ８本
■賞味期限：製造日から60日
■注意事項／その他
・本お礼品は冷凍便でのお届けになります。到着後は冷凍保
存をお願いします。
・原材料の⼀部に小⻨・乳・卵・くるみを含みます。

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

特定非営利活動法
人ハートフルフレン
ズ

【1208670】
国内産ハゼの実蝋のみ
使用＜伝統工芸品 和ろ
うそく＞手描き絵ろうそく
桜クリスタル（絵入り2本）
燭台付

桜の絵柄をモダンに描き、クリスタルガラスを装飾したモダン
でスタイリッシュな手描き絵ろうそくです。桜の鉄燭台も松井
本和蝋燭工房がデザインし職人が手作業で製作したオリジ
ナルの製品です。桜のモチーフで、日本や桜が有名な岡崎
市を感じられるため、ちょっとしたプレゼントや海外の方への
贈答品に好まれている人気のある製品です。
松井本和蝋燭工房の和蝋燭はすべて手作りで、国内産ハ
ゼの木の実蝋を100％使用し、400年の伝統を誠実に継承し
た岡崎の郷土工芸品です。本和蝋燭は、地球にやさしい純
植物性の原料である木蝋（ハゼの木の実を搾ったもの）を使
用しているため油煙が少なく液だれもほとんどありません。ま
た、風に吹かれても消えにくく灯りが長持ちします。和ろうそく
の切り口は、手作りの証である年輪状になっています。

■内容量
・手描き絵ろうそく桜クリスタル（絵入り） 2本、(蝋燭長さ：約
98mm・直径：12mm)
・燭台 1個、（縦：50mm、横：50mm）
■原材料・成分・提供サービス詳細
国内産ハゼの木の実蝋

※画像はイメージです。

松井本和蝋燭工房
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1211072】
ドライヘッドスパ・エステ
仙豆のちから岡崎エルエ
ル店 新規45分チケット

ヘッドヒーリングスパ協会「ヘッドエキスパート」が行う一流の
施術は、今まで体感した事のない睡眠を味わえます。水を使
わないので仕事帰りや買い物帰りに気軽にご利用出来ます
よ。
仙豆のちから岡崎エルエル店の施術内容は頭痛や眼の疲
れに対するサポートはもちろん心身ともに美しく健康に！芯
からのリラクゼーションをご体験下さい。
◆こだわり情報
夜20時以降も受付OK／当日受付OK／2名以上の利用OK／
個室あり／駐車場あり／2回目以降特典あり／朝10時前でも
受付OK／女性スタッフ在籍／完全予約制／指名予約OK／
ショッピングモール内／ドリンクサービスあり／リクライニング
チェア／メイクルームあり／着替えあり／アメニティまたはコ
スメが充実
◆コース内容
なかなか取れない疲れを改善したい！と皆様のご要望から
生まれた頭、首、肩を中心にデコルテのほぐしが付いたコー
スです！
体が重い、寝た気がしない、これは脳疲労からしっかりと深い
睡眠が取れない為、疲労回復が出来ない事が原因です。仙
豆のちからでは 脳に心地よく伝わる上質のタッチングで、硬
い頭皮、お辛い箇所を少しずつゆるめるお手伝いをさせてい
ただきます。

■内容量
・ドライヘッドスパチケット 新規45分 1枚 1名様分
■チケットについて
・寄付お申し込み受付後、仙豆のちから岡崎エルエル店より
チケットを送付致します。
・仙豆のちから岡崎エルエル店へ初来店の方がご利用いた
だけます。
・チケットの有効期限は発行日より2年です。
・必ずお電話にてご予約を取ってからご来店下さいませ。
・ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございま
す。
・チケットは必ずお持ち下さい。ご持参なしの場合、事由に関
わらず、サービスの提供が出来ませんのでご了承下さい。
・チケットは期限迄に必ずご利用下さい。期日を過ぎたチケッ
トはご利用頂けません。
・チケットの払い戻しなどは出来ません。
・換金は不可となります。
・遅刻をされる場合は必ずご連絡下さい。（遅刻時間により
コースが変更になる場合がございます）10分以上の遅刻で
キャンセル扱いとさせていただきます。

※画像はイメージです。

仙豆のちから岡崎エ
ルエル店
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1205137】
岡崎プレミアムグルメセッ
ト

岡崎城から西へ八丁（約870メートル）の距離にある岡崎市
八帖町（旧八丁村）で造られてきた『八丁味噌』。大豆・塩・水
のみを原料とし、二夏二冬以上の長期間熟成させて完成さ
れる貴重な味噌です。
岡崎プレミアムグルメセットは「岡崎観光お土産づくり推進プ
ロジェクト」において見事認証された岡崎プレミアムみやげ品
の中から、八丁味噌を使用した土産品を厳選した八丁味噌
グルメのセットです。
八丁味噌の深い味わいが楽しめるこれぞ岡崎のグルメをぜ
ひご堪能下さい。
お申込みをいただくと、オリジナルコースターとクリアファイル
がそれぞれ1枚ずつ付いてきます。

■内容量
・焼肉屋さんの黒カレー 200g×1個
・おかざきぎゅーっと肉味噌 130g×1個
・オカザえもん「八丁味噌」ラーメン 116g（めん80g）
・オカザえもん味噌煮込みうどん 116g（めん80g）
・コースター 1枚
・クリアファイル 1枚（A4サイズ）
■賞味期限
焼肉屋さんの黒カレー：製造日より540日
おかざきぎゅーっと肉味噌：製造日から240日
オカザえもん「八丁味噌」ラーメン：製造日から240日
オカザえもん味噌煮込みうどん：製造日から240日

※画像はイメージです。

一般社団法人岡崎
市観光協会

【1205139】
岡崎プレミアムおやつ
セット

「岡崎観光お土産品づくり推進プロジェクト」において見事認
証された岡崎プレミアム土産品から厳選されたおやつセット
をお届けします。岡崎伝統の八丁味噌を使用したこれぞ岡崎
のお土産品をぜひご堪能下さい。
お申込みいただくとオリジナルコースターとクリアファイルが
それぞれ1枚ずつ付いてきます。

■内容量
・玄米入り味噌せんべい 8枚
・芋やの芋けんぴ 42g
・八丁味噌のカステラシフォン 1個
・コースター 1枚
・クリアファイル 1枚（A4サイズ）
■賞味期限
玄米入り味噌せんべい：製造日から120日
芋やの芋けんぴ：製造日から60日
八丁味噌のカステラシフォン：製造日から30日

※画像はイメージです。

一般社団法人岡崎
市観光協会

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1213082】
国産大豆の調製豆乳1L
6本×2ケースセット

大豆固形分9％の濃厚タイプの調製豆乳です。乳化剤、糊
料、香料など使用しておりません。コレステロール低下作用
が確認された特定保健用食品です。

■内容量
・国産大豆の調製豆乳 1000ml×6入り×2ケース
■原材料・成分・提供サービス情報
商品ラベルに記載
■賞味期限：製造日から 119日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株式会
社

【1213083】
マルサン豆乳200mlよりど
り2ケース

有機大豆を使用した「無調整豆乳200ml」1ケースと大豆まろ
やか製法により、香料・油不使用の大豆本来の風味を活かし
た「調製豆乳200ml」1ケースをセットにてご用意しました。

■内容量
・調製豆乳 200ml×24本
・有機豆乳無調整 200ml×24本
■原材料・成分・提供サービス情報
商品ラベルに記載
■賞味期限 製造日から 119日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株式会
社

【1212764】
納豆セット (2)【心和（７０g
×２パック）×4セット】

【配達外のエリア】離島

北海道でも気候・土壌から道南の地域で、極少量しか採れな
い 希少な銘柄の「鶴の子大豆」使用した「心和（こころなご
み）」をお届けします。。
「鶴の子大豆」は高級製菓用・煮豆用、枝豆から納豆など、
その製品の地位も高く、格調の高い大豆です。
極大粒大豆で食感は柔らかく、ご飯と一緒に食べてもとても
合います。糸の引きも強く、大豆の深みのある味は濃厚で、
旨味が強い製品です。
オメガ３を多く含んだえごまオイル（３ｇ）を入れるとさらに美
味しく健康的に召し上がれます。
納豆がより美味しくなる具材は、梅干し（塩分8％推奨）、長
芋、漬物、刻み昆布、なめたけ、大根おろし、黒酢、鰹節、卵
がお勧め。
納豆は具材によって味の変化が現れるので色々な食材と合
わせてみてください。

■内容量
・心和（こころなごみ）納豆 ７０g×２パック×4セット（付属：タ
レ：カラシ付）
■原材料・成分・提供サービス情報
納豆：国産大豆（北海道産）、納豆菌 （銘柄：鶴の子大豆 粒
の大豆：極大粒大豆）
タレ：醤油（小麦・大豆を含む）砂糖、食塩、鰹エキス、鰹節エ
キス、昆布エキス、酵母エキス/酒精
カラシ：からし、食塩、醸造酢/ウコン（着色料）、クエン酸（酸
味料）
※化学調味料を使用した添加物は一切使用していません。
■賞味期限 製造日から １４日間
■注意事項／その他
お礼品の納豆は要冷蔵になります。10℃以下にて保存してく
ださい。
また、夏季などの気温が高い時期は賞味期限にかかわらず
お早めにお召し上がりください。
気温や保存状態によってじゃりじゃりした触感のチロシン（納
豆の結晶）が出る場合がありますが、
お身体に悪いものではありません。風味が若干落ちるので他
の食材と合わせるなど調理されるのがお勧めです。

※クール便（冷蔵）
※画像はイメージです。

山下食品株式会社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1213322】
たまかざり贈答用セット(9
種)

【配達外のエリア】離島

手作りの麩まんじゅう、色とりどりの9種を詰め合わせ、贈答
用にぴったりのセットでご用意しました。
◆魅力
簡単調理/こだわり/もちもち/老舗/詰合せ/岡崎観光土産
認証/竹籠入り
◆おすすめの食べ方
冷蔵庫にて自然解凍し、表面にツヤが出たら食べごろです。
◆保存方法
冷凍90日/冷蔵3日

■内容量
・麩まんじゅう（こしあん、つぶあん、黒ごま餡、紫いも餡、抹
茶餡、ラムネ餡、れもん餡、みかん餡、梅餡） 各40ｇ・1個
■原材料・成分・提供サービス情報
商品ラベルに記載
■賞味期限：発送日から90日

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

株式会社麸屋万

【1213756】
赤だし味噌2種詰合せ
AS-4

地元岡崎で定番のゴールド赤だしと三葉葵赤だしの詰合せ
です。濃い口のゴールド赤だしとキメの細かい味わいの三葉
葵赤だしを食べ比べいただけます。

■内容量
・ゴールド赤だし 900g×2個
・三葉葵赤だし 900g×2個
■賞味期限：製造日から 1年

※画像はイメージです。

株式会社まるや八
丁味噌

【1145330】
こだわりの麸まんじゅうと
生麸田楽セット

【配達外のエリア】離島

明治44年創業の「麩屋万商店」がお届けする、昔ながらの製
法で作られたこだわりの麩まんじゅうと生麩、みそだれのセッ
ト。
生麩はお餅やお肉に代わる食材として様々なお料理に活躍
します。

◆おすすめの食べ方
麸まんじゅう：冷蔵庫にて自然解凍し、表面にツヤが出たら
食べごろです。
生麸：1ｃｍ幅に切ってフライパンで軽く焼き、セットのみそだ
れをつけてお召し上がりください。天ぷらにしたり、ベーコンで
巻いてフライパンで焼くのもおすすめ。

■内容量
・生麸(プレーン) 約200g×1本
・生麸(よもぎ) 約200g×1本
・麸まんじゅう(こしあん) 4個
・みそだれ 150ｇ×1袋

■原材料
・生麸プレーン：小麦グルテン（国内製造）、餅粉、砂糖、（原
材料の一部に小麦を含む）
・生麸よもぎ：小麦グルテン（国内製造）、餅粉、よもぎ、砂
糖、（原材料の一部に小麦を含む）
・麸まんじゅう：餅粉（国産）、小麦グルテン、マルトース、小麦
デンプン、砂糖、こし餡、よもぎ、（原材料の一部に小麦を含
む）
・みそだれ：豆みそ（大豆を含む・愛知県製造）、砂糖、果糖ブ
ドウ糖液糖、みりん、食塩、酵母エキス、かつおだし/酒精

■賞味期限・保存方法
・麩まんじゅう：発送日から 90日（冷凍）※冷蔵の場合 3日
・生麩：発送日から90日（冷凍）※冷蔵の場合 1週間
・みそだれ：製造日から10ヶ月

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

株式会社麸屋万
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1213757】
三河産大豆の八丁味噌
300g×6個セット

『八丁味噌』はみそ企業として古い歴史をもち、多くの皆さま
の信頼に支えられ、伝統製法にこだわり続けて参りました。
岡崎城から西へ八丁の距離にあることから、かつて八丁村
(現:岡崎市八帖町)と呼ばれました。この地で仕込んだ、水分
が少なく硬くコクの深い味噌が八丁味噌です。現在も八帖町
の2社が木桶に石を円錐状に積み上げ、二夏二冬、天然醸
造する伝統を守り続けています。

■内容量
・三河産大豆の八丁味噌 300g×6個
■賞味期限：製造日から1年6ヶ月

※画像はイメージです。

株式会社まるや八
丁味噌

【1214108】
履くふんわりセーター ふ
わぽかルームソックス
（ベージュ）レディース用
サイズ：22～24cm

三河紡毛株式会社

「おうち時間や在宅ワークの足元を、履くセーターで暖かく快
適に」
そんな想いで、高級ウールを使用したふんわり暖かなルーム
ソックスを開発いたしました。冷え性さんや寒さが苦手な方に
とって、冷たいフローリングや廊下は天敵。
さらに、おうちで過ごす時間が多くなった今、在宅ワークで長
時間座っていることも、足を冷やす原因の1つです。ふわぽか
ルームソックスは、暖かいセーターを着るように冷える足をぬ
くぬくと柔らかく包み込む、寒い季節に欠かせない一品です。

■内容量
・ふわぽかルームソックス（ベージュ）レディース用 １足
サイズ：22～24cm

■原材料・成分・提供サービス情報
・表糸：ウール100％
・製品混率：ウール90％、ポリエステル9％、その他1％
■注意事項／その他
・裏返して洗濯ネットにお入れ下さい。お湯＆乾燥機は使用
しないで下さい。
・素材の性質上、毛玉が発生した場合、気になる方は毛玉ブ
ラシ等でケアして下さい。
・カシミヤのような繊細で柔らかいウールを使用していますの
で、つま先や踵の摩耗にはご注意下さい。
・家事等で歩く場合はスリッパを履いていただくとより長持ち
いたします。
・お使いのモニター等の環境により、画像と実物の色が多少
異なる場合がございます。ご了承下さい。

※画像はイメージです。

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1214110】
履くふんわりセーター ふ
わぽかルームソックス（ブ
ラウン）レディース用
サイズ：22～24cm

「おうち時間や在宅ワークの足元を、履くセーターで暖かく快
適に」
そんな想いで、高級ウールを使用したふんわり暖かなルーム
ソックスを開発いたしました。冷え性さんや寒さが苦手な方に
とって、冷たいフローリングや廊下は天敵。
さらに、おうちで過ごす時間が多くなった今、在宅ワークで長
時間座っていることも、足を冷やす原因の1つです。ふわぽか
ルームソックスは、暖かいセーターを着るように冷える足をぬ
くぬくと柔らかく包み込む、寒い季節に欠かせない一品です。

■内容量
・ふわぽかルームソックス（ブラウン）レディース用 １足
サイズ：22～24cm
■原材料・成分・提供サービス情報
・表糸：ウール100％
・製品混率：ウール90％、ポリエステル9％、その他1％
■注意事項／その他
・裏返して洗濯ネットにお入れ下さい。お湯＆乾燥機は使用
しないで下さい。
・素材の性質上、毛玉が発生した場合、気になる方は毛玉ブ
ラシ等でケアして下さい。
・カシミヤのような繊細で柔らかいウールを使用していますの
で、つま先や踵の摩耗にはご注意下さい。
・家事等で歩く場合はスリッパを履いていただくとより長持ち
いたします。
・お使いのモニター等の環境により、画像と実物の色が多少
異なる場合がございます。ご了承下さい。

※画像はイメージです。

三河紡毛株式会社

【1214109】
履くふんわりセーター ふ
わぽかルームソックス（グ
レー）レディース用 サイ
ズ：22～24cm

「おうち時間や在宅ワークの足元を、履くセーターで暖かく快
適に」
そんな想いで、高級ウールを使用したふんわり暖かなルーム
ソックスを開発いたしました。冷え性さんや寒さが苦手な方に
とって、冷たいフローリングや廊下は天敵。
さらに、おうちで過ごす時間が多くなった今、在宅ワークで長
時間座っていることも、足を冷やす原因の1つです。ふわぽか
ルームソックスは、暖かいセーターを着るように冷える足をぬ
くぬくと柔らかく包み込む、寒い季節に欠かせない一品です。

■内容量
・ふわぽかルームソックス（グレー）レディース用 1足
サイズ：22～24cm

■原材料・成分・提供サービス情報
・表糸：ウール100％
・製品混率：ウール90％、ポリエステル9％、その他1％
■注意事項／その他
・裏返して洗濯ネットにお入れ下さい。お湯＆乾燥機は使用
しないで下さい。
・素材の性質上、毛玉が発生した場合、気になる方は毛玉ブ
ラシ等でケアして下さい。
・カシミヤのような繊細で柔らかいウールを使用していますの
で、つま先や踵の摩耗にはご注意下さい。
・家事等で歩く場合はスリッパを履いていただくとより長持ち
いたします。
・お使いのモニター等の環境により、画像と実物の色が多少
異なる場合がございます。ご了承下さい。

※画像はイメージです。

三河紡毛株式会社受付期間外

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1214560】
【2021年4月発送】有機
JAS人参

【申込受付期間】
～2021年5月15日

【配達外のエリア】離島

愛知県岡崎市矢作川近くの肥沃な土で、栽培期間中農薬化
学肥料を使用せずに丁寧に育てました。
有機JASの厳しい基準をクリアしています。
濃紅色で甘く美味しいのでジュースにもおすすめです。
※有機取得年月：2016年10月

■内容量
・有機JAS人参 5kg（Ｓ～Ｌサイズ）
■消費期限：発送日から 2週間

※クール便（冷蔵）
※画像はイメージです。

高山農園

【1214112】
英国羊毛フェルトのひつ
じ

英国羊毛の魅力を少しでも知っていただけるように、伝統的
なツイードの原料である、英国のウールで「ひつじ」の羊毛
フェルトを作りました。しかも原毛を洗っただけでまったく加工
していない昔ながらのタイプです。三河紡毛株式会社のス
タッフが、一針一針丹念に専用の針で少しずつ羊毛を絡めな
がら作っています。本物の英国羊毛の魅力である「強靭さ」と
「ナチュラルな膨らみ感」を体感していただけます。また本製
品は、ウール以外一切使用しておらず、顔や目までもウール
で作られています。
特に、顔と耳はSUPER120＇Sという極めて細いメリノウール
を使用しているので、柔らかくとても滑らかな感触です。この
ように対極的な二種類のウールのタッチが同時に楽しめる羊
毛フェルトです。是非英国羊毛の魅力に触れてみて下さい。

■内容量
・英国羊毛フェルトのひつじ 3頭入り
■原材料・成分・提供サービス情報
・ウール：100％
長さ約5cm、高さ約5cm、ミニミニマスク1個付き

※画像はイメージです。

三河紡毛株式会社

【1214747】
安心・安全なお米『農薬
節減栽培米』愛知県(岡
崎市)産 郷土の米 コシヒ
カリ １０kg【５kg×２袋】

徳川家ゆかりの地『愛知県 岡崎市』は矢作川に育まれた肥
沃な土壌でとても美味しいコシヒカリが収穫されます。
そのコシヒカリを岡崎市の農家さんが『農薬節減栽培米』とし
て栽培期間中に節減対象農薬の使用回数を地域慣行栽培
の５割削減し、努力をおしまず手間ひまかけた安心・安全な
お米です。
もっちりとした粘りと強い旨みがあり味や香りのバランスに優
れたお米をぜひ味わってみてください。しゃりnet. 米ほーむオ
リジナル箱に入れてお届けします。

■内容量
・安心・安全なお米『農薬節減栽培米』愛知県(岡崎市)産 郷
土の米コシヒカリ １０kg（５kg×２袋）
■原材料・成分・提供サービス情報
・コシヒカリ 精米10㎏

※画像はイメージです。

しゃりｎｅｔ．米ほーむ

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1214769】
岡崎クラフトビール6本
セット

岡崎市のクラフトビール「ヒャッパブリュー」の人気ビール2種
類のセットです。
イリノイ州出身のクレッグが岡崎市産のむらさき麦を使って
作ったオリジナルのクラフトビールです。
・家康B：徳川家康が三方ヶ原の戦いで大敗を喫した直後に
描かせたと言われる「しかみ像」をモチーフに、かなり苦味の
効いたビールを作りました。エキストラスペシャルビター
（ESB）タイプのビールです。いーえすびー、いーえすびーと
言っているとだんだん家康Bに聞こえてきませんか？
・岡崎嬢：爽やかな飲み口の良いビールです。岡崎の女性ら
しく、明るくスッキリした印象のビールです。

■内容量
・岡崎クラフトビール 家康B 330cc×3本
・岡崎クラフトビール 岡崎嬢 330cc×3本
■原材料・成分・提供サービス情報
岡崎市産むらさき麦、麦芽、ホップ、霊芝
■注意事項／その他

未成年の飲酒は法律で禁じられております。予めご了承くだ
さい。

※画像はイメージです。

合資会社プログレッ
シブパートナーシッ
プス

【1215178】
oka-d-art 黒皮鉄板 コッ
トン袋付き 4点セット メス
ティン 厚さ3.2mm×85×
140

メスティン用の黒皮鉄板（穴なし）など4点セットです。IHでも御
利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材
がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シー
ズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなり
ます。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で
使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜ
ひ一度お試しください。
※メスティンにスタッキング可能です。（メスティンは当セット
品に含まれておりません。）
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴なし）/鉄板専用ヘラ（小）/まな板兼鉄板敷き/
コットン袋（小） １セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t3.2mm×約85mm×約140mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になりま
す。
【重量】黒皮鉄板単品：約300g、4点セット重量：約450g
・コットン袋
【大きさ】約180mm×約260mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱
いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届
かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・製作上の小傷などがあります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1215198】
oka-d-art 黒皮鉄板 メス
ティン用 コットン袋付き5
点セット 穴有り 厚さ
3.2mm×85×140

メスティン用の黒皮鉄板（穴有り）など5点セットです。IHでも
御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材
がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シー
ズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなり
ます。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で
使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜ
ひ一度お試しください。
※メスティンにスタッキング可能です。（メスティンは当セット
品に含まれておりません。）
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製Sハンドル/ステンレス鉄板
専用ヘラ/まな板兼鉄板敷き/コットン袋 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t3.2mm×約85mm×約140mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になりま
す。
【重量】黒皮鉄板単品：約300g、5点セット重量：約500g
・コットン袋
【大きさ】約180mm×約260mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱
いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届
かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表目には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

【1215207】
oka-d-art 黒皮鉄板
ラージメスティン用 コット
ン袋4点セット t3.2mm×
120×175

ラージメスティン用の黒皮鉄板（穴なし）など4点セットです。IH
でも御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材
がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シー
ズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなり
ます。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で
使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜ
ひ一度お試しください。
※トランギア製ラージメスティンにスタッキング可能です。
（ラージメスティンは当セット品に含まれておりません。）
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴なし）/鉄板専用ヘラ（中）/まな板兼鉄板敷き/
コットン袋（小） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t3.2mm×約120mm×約175mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になりま
す。
【重量】黒皮鉄板単品：約530g、4点セット重量：約730g
・コットン袋
【大きさ】約180mm×約260mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱
いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届
かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷が有ります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1215208】
oka-d-art 黒皮鉄板
ラージメスティン用 コット
ン袋5点セット t3.2mm×
120×175

ラージメスティン用の黒皮鉄板（穴有り）など5点セットです。
IHでも御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材
がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シー
ズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなり
ます。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で
使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜ
ひ一度お試しください。
※ラージメスティンにスタッキング可能です。（ラージメスティ
ンは当セット品に含まれておりません。）
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/鉄板専用
ヘラ（中）/まな板兼鉄板敷き/コットン袋 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t3.2mm×約120mm×約175mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になりま
す。
【重量】黒皮鉄板単品：約530g、5点セット重量：約790g
・コットン袋
【大きさ】約180mm×約260mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱
いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届
かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷が有ります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

【1215209】
oka-d-art 黒皮鉄板 B6-
Lタイプ用 コットン袋付き4
点セット 厚さ4.5mm×140
×190

スモールサイズの黒皮鉄板（穴なし）です。スモールサイズの
焚き火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材
がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シー
ズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなり
ます。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で
使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜ
ひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※B6-Lタイプ用の黒皮鉄板コットン袋付き4点セットです。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴なし）/鉄板専用ヘラ（中）/まな板兼鉄板敷き/
コットン袋（小） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約140mm×約190mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になりま
す。
【重量】黒皮鉄板単品：約950g、4点セット重量：約1140g
・コットン袋
【大きさ】約180mm×約260mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱
いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届
かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷が有ります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1215210】
oka-d-art 黒皮鉄板 メス
ティン用 4点セット 厚さ
3.2mm×85mm×140mm

メスティン用の黒皮鉄板（穴有り）など4点セットです。IHでも
御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材
がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シー
ズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなり
ます。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で
使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜ
ひ一度お試しください。
※メスティンに4点セットがスタッキング可能です。（メスティン
は含まれておりません。）
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。
■内容量
・黒皮鉄板穴有り/鉄板専用ヘラ（小）/ステンレス製ショート
ハンドル/本革製ハンドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t3.2mm×約85mm×約140mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になりま
す。
【重量】黒皮鉄板単品：約300g、4点セット重量：約400g
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱
いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届
かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷が有ります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

ラージメスティン用の黒皮鉄板（穴有り）など4点セットです。
IHでも御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材
がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シー
ズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなり
ます。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で
使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜ
ひ一度お試しください。
※ラージメスティンに4点セットがスタッキング可能です。（ラー
ジメスティンは含まれておりません。）
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板穴有り/鉄板専用ヘラ（中）/ステンレス製ショート
ハンドル/本革製ハンドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t3.2mm×約120mm×約175mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になりま
す。
【重量】黒皮鉄板単品：約520g、4点セット重量：約660g
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱
いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届
かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷が有ります。

※画像はイメージです。

【1215312】
oka-d-art 黒皮鉄板
ラージメスティン用 4点
セット 厚さ3.2mm×
120mm×175mm
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1215488】
oka-d-art 黒皮鉄板 A4
サイズ コットン袋4点セッ
ト 厚さ4.5mm×220×305

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴なし）です。ミドルサイズの焚き火
台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材
がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シー
ズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなり
ます。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で
使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜ
ひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴なし）/鉄板専用ヘラ（大）/まな板兼鉄板敷き/
コットン袋（大） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約220mm×約305mmです。
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になりま
す。
【重量】黒皮鉄板単品：約2.4kg、4点セット重量：約2.93kg
・コットン袋
【大きさ】約260mm×約360mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱
いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届
かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷が有ります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

【1214465】
スカットウイルス除菌剤
500ml、アルコールスプ
レー50ml、アルコールジェ
ル50ml A

除菌剤（500ml)、手指消毒剤（スプレータイプ50ml、ジェルタイ
プ50ml）の3種セットです。
除菌剤は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・消臭効果
のある除菌剤です。トイレや机・椅子などに噴霧しながらふき
取る事で除菌、消臭、洗浄が出来ます。
アルコールスプレー・ジェルは、アルコール成分を75％含み
ますが、保湿成分ヒアルロン酸を配合したお肌にやさしい製
品となっています。スプレーは手指、スマホ、トイレ、ドアノブ
等に、ジェルは手指の消毒にお使いください。

■内容量
・スカットウイルス除菌剤[500ml×1本]

使用期限：製造日から2年
・スカットウイルスアルコール消毒スプレー[50ml×2本]

使用期限：製造日から3年
・スカットウイルスアルコール消毒ジェル[50ml×2本]

使用期限：製造日から3年

■注意事項/その他
・アルコールスプレー・ジェルについては、アルコール度が
75%あるｔめ、容器の保管にはご注意ください。特に夏場にお
いては、容器の変形や引火する恐れがあるので必ずポケット
やバッグの中に保管してください。
・本品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタ
ノールの代替品として、手指消毒に使用できます。

※画像はイメージです。

株式会社エス・アイ・
シー
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1146880】
can+ro II
固形燃料用 五徳

本体の羽根を広げて固形燃料をセットすれば、すぐに使える
コンパクトな五徳。底面積が小さいものから、鉄板などの大物
まで乗せられます。おうちでちょっとおつまみを焙ったり、アウ
トドアやソロキャンプでも大活躍。

■内容量
・can+ro II（1個）
【付属品】
・can+ro II 収納用 缶 （1個）

■本体仕様
・直径 110mm（羽根収納時は 65mm）
・高さ 61mm（羽根収納時は 47mm）
・重さ 80g（can+ro II本体）
・材質 ステンレス

■注意事項／その他
・使用時、使用直後にはやけどに注意してください。
・燃えやすいものの近くで使用しないでください。
・換気の悪い場所では十分注意をしてください。
・本製品は落下等で破損する恐れがあります。

※画像はイメージです。固形燃料は付属しません。

株式会社アイザワ

【1214462】
ヴィセブン除菌剤
500ml(犬猫用)、アルコー
ルスプレー50ml、アル
コールジェル50ml B

犬猫用除菌剤(500ml)、手指消毒剤（スプレータイプ50ml、
ジェルタイプ50ml）の3種セットです。
除菌剤（犬猫用）は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・
消臭効果のある除菌剤です。ペット周りの消臭、洗浄などご
使用ください。
アルコールスプレー・ジェルは、アルコール成分を75％含み
ますが、保湿成分ヒアルロン酸を配合したお肌にやさしい製
品となっています。スプレーは手指、スマホ、トイレ、ドアノブ
等に、ジェルは手指の消毒にお使いください。

■内容量
・ヴィセブン除菌剤(犬猫除菌剤)[500ml×1本]

使用期限：製造日から2年
・スカットウイルスアルコール消毒スプレー[50ml×2本]

使用期限：製造日から3年
・スカットウイルスアルコール消毒ジェル[50ml×2本]

使用期限：製造日から3年

■注意事項/その他
・アルコールスプレー・ジェルについては、アルコール度が
75%あるため、容器の保管にはご注意ください。特に夏場に
おいては、容器の変形や引火する恐れがあるので必ずポ
ケットやバッグの中に保管してください。
・本品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタ
ノールの代替品として、手指消毒に使用できます。

※画像はイメージです。

株式会社エス・アイ・
シー

80 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1227938】
オカザえもん シャチハタ
ネーム印 ネーム9(ノー
マルタイプ)

岡崎市の非公式キャラクターオカザえもん公認のオリジナル
ネーム印。インキ補充をすれば約100,000回の捺印が可能で
す。
下記から書体・色が選べ、丸枠の中にお名前が入ります。
【書体】
楷書 行書 隷書 古印 明朝 角ゴシック 丸ゴシック てん書体
【インキ色】
黒 赤 藍色 緑 朱色 紫

■内容量
・オカザえもん シャチハタネーム印 ネーム9(ノーマルタイ
プ) [1本]

■本体仕様
・製品サイズ：Φ18.8mm × 68.3mm
・印面サイズ：9.5mm
・重量：約15g

■寄付お申し込み後の流れ
・株式会社一心堂印房より申込書を送付します。
・.申込書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて一ヵ
月以内に郵送にてご返送ください。
・.申込書に基づき、お礼品をお届けします。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。

※画像はイメージです。

株式会社一心堂印
房

アルコールストーブ専用の五徳「al+ro II」。底面積が小さいも
のから、鉄板などの大物まで乗せられるので、キャンプでも
大活躍。
表3面には模様（呼気口）が入っているので、風向きに合わせ
て設置いただけます。いつものアウトドアやソロキャンプを一
味違ったものにしてみませんか。

■内容量
・al+ro II（1個）
【付属品】
・al+ro II 収納用 缶 （1個）

■本体仕様
・直径 123mm（収納時は83mm）
・高さ 47mm（収納時は36.5mm）
・アルコールストーブ装着部 直径56mm
・重さ 64g
・材質 ステンレス

■注意事項／その他
・お手持ちのアルコールストーブのサイズをあらかじめご確認
ください。
・アルコールストーブの形状によって（al+ro IIが乗る部分に炎
の出口があるものなど）は使用できないものがあります。
・使用時、使用直後にはやけどに注意してください。
・燃えやすいものの近くで使用しないでください。
・換気の悪い場所では十分注意をしてください。
・本製品は落下等で破損する恐れがあります。

※画像はイメージです。「al+ro II」本体および収納缶以外のも
のは付属しません。

【1225679】
al+ro II アルコールストー
ブ用 五徳

株式会社アイザワ
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1227149】
オカザえもん シャチハタ
ネーム印 ネーム9(イラス
トタイプ)

岡崎市の非公式キャラクターオカザえもん公認のオリジナル
ネーム印。インキ補充をすれば約100,000回の捺印が可能で
す。
下記から色が選べ、オカザえもんの頭にお名前が入ります。
【インキ色】
黒 赤 藍色 緑 朱色 紫
※書体をお選びいただくことは出来ません。

■内容量
・オカザえもん シャチハタネーム印 ネーム9(イラストタイプ)
[1本]

■本体仕様
・製品サイズ：Φ18.8mm × 68.3mm
・印面サイズ：9.5mm
・重量：約15g

■寄付お申し込み後の流れ
・株式会社一心堂印房より申込書を送付します。
・.申込書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて一ヵ
月以内に郵送にてご返送ください。
・.申込書に基づき、お礼品をお届けします。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。

※画像はイメージです。

株式会社一心堂印
房

【1230978】
30年継ぎ足した”秘伝の
タレ”仕込み 自家製煮豚
250g×2本【肉の横山】

【配達外のエリア】離島

創業60年の三代続いている精肉店が、初代から受け継いだ
人気の煮豚。使用しているのは、赤身と脂身のバランスのと
れた、愛知県産の豚肩ロース肉です。
30年継ぎ足した、濃厚なコクとうま味のある秘伝のタレにじっ
くりと漬け込み、手作りで丁寧に仕込まれた味を、ご自宅で
簡単に楽しめます。

■内容量
・自家製煮豚（タレ）[250g×2本]

■原材料
豚肩ロース（愛知県産）、たまり醤油、味醂、中双糖、食塩、
清酒（一部に大豆、小麦を含む）

■調理方法
湯煎で20分。または、電子レンジ600Wで2分を目安に温めて
ください。パックの中にタレが多めに入っており、味の調節が
可能です。スライスしてそのままお召し上がりください。
その他、ラーメンに乗せるも良し、チャーシュー丼に炒飯の具
材などにもおすすめです。

■賞味期限
製造日から30日

■注意事項/その他
※お礼品到着後は冷蔵庫で保存してください。
※お礼品は手作りのため多少形が不揃いになる場合がござ
います。

※画像はイメージです。

株式会社肉の横山

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1230986】
自家製塩煮豚セット
250g×2本 【肉の横山】

【配達外のエリア】離島

創業60年の三代続いている精肉店が、初代から受け継いだ
人気の煮豚。使用しているのは、赤身と脂身のバランスのと
れた、愛知県産の豚肩ロース肉です。
肉本来のうま味を引き立たせる絶妙な塩加減で丁寧に仕込
まれた味を、ご自宅で簡単に楽しめます。

■内容量
・自家製塩煮豚[250×2本]

■原材料
豚肩ロース肉（愛知県産）、食塩、清酒

■調理方法
湯煎で20分。または、電子レンジ600Wで2分を目安に温め
て、スライスしてお召し上がりください。生姜醤油やからし醤
油、わさび醤油を少しつけるのがおすすめ。

■賞味期限
製造日から30日

■注意事項/その他
※お礼品到着後は冷蔵庫で保存してください。
※お礼品は手作りのため多少形が不揃いになる場合がござ
います。

※画像はイメージです。

株式会社肉の横山受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1237340】
自家製煮豚タレ・塩セット
【肉の横山】

【配達外のエリア】離島

創業60年の三代続いている精肉店が、初代から受け継いだ
人気の煮豚。使用しているのは、赤身と脂身のバランスのと
れた、愛知県産の豚肩ロース肉です。
秘伝のタレにじっくりと漬け込まれた「タレ煮豚」と、肉本来の
うま味を引き立たせる絶妙な塩加減の「塩煮豚」の２種セット
です。

■内容量
・自家製煮豚（タレ）[250g×1本]
・自家製煮豚（塩）[250×1本]

■原材料
〔タレ煮豚〕
豚肩ロース(愛知県産)、たまり醤油、味醂、中双糖、食塩、
清酒(一部に大豆、小麦を含む)
〔塩煮豚〕
豚肩ロース肉(愛知県産)、食塩、清酒

■調理方法
湯煎で20分。または、電子レンジ600Wで2分を目安に温め
て、スライスしてお召し上がりください。

■賞味期限
製造日から30日

■注意事項/その他
※お礼品到着後は冷蔵庫で保存してください。
※お礼品は手作りのため多少形が不揃いになる場合がござ
います。
※画像はイメージです。

株式会社肉の横山

【1238992】
地元の新鮮たまごをふん
だんに使用した【台湾カス
テラ】1本

【配達外のエリア】離島

しっとりぷるシュワ～が楽しめる地元たまごをふんだんに使
用した特別製法の台湾カステラ。一般的に使われる大きな天
板で作った台湾カステラとは違い、食パン用の1斤型で1本ず
つ焼き上げています。そのため、断面からの劣化が進まず、
水分量を保ったまま「ふわふわ」と「しっとり」を両立させてお
届け。
優しいたまごの風味と程よい甘さはひと口食べれば止まらな
い、やみつきになるスイーツです。

■内容量
・台湾カステラ[約300g×1本]

■賞味期限
・製造日から1ヶ月

■原材料・成分
鶏卵（国産）、製菓製パン用材料（砂糖、小麦粉、でん粉、粉
末油脂、その他）、食用油脂、ショートニング／乳化剤、膨張
剤、増粘剤（キサンタンガム）、ソルビトール、香料、pH調整
剤、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・卵・乳成分を含む）

■注意事項/その他
※クール(冷凍)便のお届けとなります。 （「急速冷凍機」を使
用して、焼き上げ直後の美味しさや水分量を閉じ込めていま
す。）
※解凍後は3日以内にお召し上がりください。

※画像はイメージです。

株式会社サンクレー
ル

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1240515】
【ハナロロ】 サステイナブ
ル あぐらクッション (ホワ
イトベージュ)

回収したビーズクッションを用いた製品です。フロア暮らしに
ちょうど良い床上１２ｃｍの高さで、腰や脚の負担を軽減。適
度な硬さでしっかりと支えられ、姿勢よく座れます。

■内容量
・サステイナブル あぐらクッション (ホワイトベージュ)[1個]
サイズ： W47×D32×H12cm

■原材料
カバー 表側地： 国産PVCレザー ※本革ではありません。

裏側地： ポリエステル100%
中材： 再生クレアビーズ（発砲ポリスチレン）、再生ウレタン
フォーム成形品

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※合皮レザー特有の臭いは、風通しの良い日陰で干してい
ただくことで軽減します。
※アルコールやエタノールなどのご使用は、レザーの硬化や
剥離が起こる場合がございますので使用しないでください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはホワイト
ベージュ1点となります。

ハナロロ

【1240516】
【ハナロロ】 サステイナブ
ル あぐらクッション (チャ
コールグレー)

回収したビーズクッションを用いた製品です。フロア暮らしに
ちょうど良い床上１２ｃｍの高さで、腰や脚の負担を軽減。適
度な硬さでしっかりと支えられ、姿勢よく座れます。

■内容量
・サステイナブル あぐらクッション (チャコールグレー)[1個]
サイズ： W47×D32×H12cm

■原材料
カバー 表側地： 国産PVCレザー ※本革ではありません。

裏側地：ポリエステル100%
中材:再生クレアビーズ（発砲ポリスチレン）、再生ウレタン
フォーム成形品

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※合皮レザー特有の臭いは、風通しの良い日陰で干してい
ただくことで軽減します。
※アルコールやエタノールなどのご使用は、レザーの硬化や
剥離が起こる場合がございますので使用しないでください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはチャコー
ルグレー(※深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナル
チャコールグレーです)1点となります。

ハナロロ
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1240518】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション ペットクッションＳＳ
カバー付 30L（ナチュラル
ベージュ）

体にぴったりフィットする、モチモチふわふわなペットクッショ
ンです。こちらの製品は、SSサイズ（超小型犬～小型犬、ネコ
ちゃん小型～普通ネコ用の小さなサイズ）です。
ビーズの量が調整できるので、ワンちゃん・ネコちゃんの体型
に合わせてお使いください。また、ビーズの補充をすることで
長くお使いいただけます。

■内容量
・ビーズクッション ペットクッションＳＳカバー付 30L（ナチュラ
ルベージュ）[1個]
サイズ： W38×D38×H20cm 重量:約0.9kg

■原材料
カバー： ポリエステル100%
中袋： ポリエステル100%
中材： 発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品化
しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干しし
てご使用ください。
※カバーは洗濯可能です。洗濯ネットに入れて弱水流で洗
い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはナチュラ
ルベージュ1点となります。

ハナロロ

【1240520】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション ペットクッションＳＳ
カバー付 30L（モタードイ
エロー）

体にぴったりフィットする、モチモチふわふわなペットクッショ
ンです。こちらの製品は、SSサイズ（超小型犬～小型犬、ネコ
ちゃん小型～普通ネコ用の小さなサイズ）です。
ビーズの量が調整できるので、ワンちゃん・ネコちゃんの体型
に合わせてお使いください。また、ビーズの補充をすることで
長くお使いいただけます。

■内容量
・ビーズクッション ペットクッションＳＳカバー付 30L（モタード
イエロー）[1個]
サイズ： W38×D38×H20cm 重量:約0.9kg

■原材料
カバー： ポリエステル100%
中袋： ポリエステル100%
中材： 発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品化
しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干しし
てご使用ください。
※カバーは洗濯可能です。洗濯ネットに入れて弱水流で洗
い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはモタードイ
エロー1点となります。

ハナロロ
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1240521】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション ペットクッションＳＳ
カバー付 30L（チャコール
グレー）

体にぴったりフィットする、モチモチふわふわなペットクッショ
ンです。こちらの製品は、SSサイズ（超小型犬～小型犬、ネコ
ちゃん小型～普通ネコ用の小さなサイズ）です。
ビーズの量が調整できるので、ワンちゃん・ネコちゃんの体型
に合わせてお使いください。また、ビーズの補充をすることで
長くお使いいただけます。

■内容量
・ビーズクッション ペットクッションＳＳカバー付 30L（チャコー
ルグレー）[1個]
サイズ： W38×D38×H20cm 重量:約0.9kg

■原材料
カバー： ポリエステル100%
中袋： ポリエステル100%
中材： 発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品化
しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干しし
てご使用ください。
※カバーは洗濯可能です。洗濯ネットに入れて弱水流で洗
い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはチャコー
ルグレー(※深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナル
チャコールグレーです)1点となります。

ハナロロ

【1242742】
苺の伊藤園 紅ほっぺ完
熟冷凍苺2kg

【配達外のエリア】離島

完熟イチゴを美味しさそのまま冷凍保存。ヘタがとってあるか
らそのまますぐに使えます。
かき氷機でスライスしたり、少量の砂糖でもしっかり甘い「自
家製ジャム」にしたり…さまざまな苺スイーツにもアレンジ自
在！

■内容量
・完熟冷凍苺（ヘタなし）[2kg/袋]

■原材料・成分
完熟冷凍イチゴ100％

■賞味期限
発送日から6か月

■注意事項/その他
・硬い冷凍苺は家庭用カキ氷機では削れない場合がありま
す。
少し解凍してご使用ください。
・苺のサイズは大小まざることがありますのでご了承くださ
い。
・冷凍の際にいちごから果汁が出ています。
果実、果汁ともに冷凍されていますのでご了承ください。

※画像はイメージです。

伊藤園株式会社

87 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1244418】
肥後グリーン完熟冷凍メ
ロンずっしり2kg 愛知岡
崎伊藤園

【配達外のエリア】離島

糖度14度以上の高品質メロン「肥後グリーン」を美味しさその
まま冷凍保存。
かき氷機でスライスしたり、スムージーにしたり、ご自宅で贅
沢なメロンスイーツも楽しめます。

■内容量
・完熟冷凍カットメロン[2kg/袋]

■賞味期限
発送日から6か月

■注意事項/その他
・硬い冷凍メロンは家庭用かき氷機では削れない場合があり
ます。 少し解凍してご使用ください。
・メロンのサイズは大小まざることがありますのでご了承くだ
さい。

※画像はイメージです。

伊藤園株式会社

【1244467】
完熟冷凍メロンスティック
10本入り
肥後グリーン 愛知県岡
崎市伊藤園

【配達外のエリア】離島

糖度14度以上の高品質メロン「肥後グリーン」を美味しさその
まま冷凍保存。メロン100％のちょっとリッチなアイスステック
です。

■内容量
・肥後グリーン完熟冷凍メロンステック[10本/箱]

■賞味期限
発送日から3カ月

■原材料・成分
冷凍メロン100％

■注意事項/その他
・食べやすい硬さまで常温で解凍してください。
・ 解凍しすぎるとメロン本来の食感がそこなわれるのでご注
意ください。

※画像はイメージです。

伊藤園株式会社

【1246622】
＜ぬかたのミネアサヒ＞
千万町・木下 ふるさと米
（精米）5kg

岡崎市の標高約380m、清流乙川の水源に位置する千万町・
木下。
＜ぬかたのミネアサヒ＞千万町・木下 ふるさと米は、美しい
山里と清流で育まれた、色つやがよく、旨味が凝縮された冷
めてもおいしいお米です。
おにぎりや五平餅、お弁当のご飯や寿司飯などにもよく合い
ます。

■内容量
・＜ぬかたのミネアサヒ＞千万町・木下 ふるさと米[精米 5kg
×1袋]

■賞味期限
精米日より1か月

■注意事項/その他
・在庫が無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。
・高温多湿・直射日光の当たる場所は避けて涼しい場所に保
存してください。長期保管はなるべく避けて、お早目にお召し
上がりください。
・パッケージは予告なく変更することがございます。

※画像はイメージです。

ふるさと創造舎

受付期間外

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1249178】
ステルス風防

360°五徳の周りを囲める、アウトドアで大活躍まちがいなし
の風防。斜めに立っていることで、横から吹く風を斜め上方
向に受け流し、風をしっかり避けてくれます。
組み立ては、アルミ板を切り込みに差し込むだけのらくらく仕
様。２枚から自立し、最大６枚まで調整しながらお使いいただ
けます。

アルミ板にある上側のくぼみからは着火ライターを、下側から
はガスバーナーのパイプが通せます。ガスバーナーを愛用し
ている方でも、ガスボンベだけを風防の外に出して使うことが
可能です。

■内容量
・ステルス風防[1個]
<セット内容>
風防アルミ板×6枚、バンド×1個

■原材料・成分
材質:アルミニウム
表面処理:アルマイト加工

■製品サイズ
<1枚あたり>
サイズ:[上幅11cm・下幅17cm]×高さ10.5cm
重さ:約40g(切り込みやロットにより多少前後あり)

<組み立て(最小～最大)>
2枚時: [上幅9cm・下幅13cm]×高さ10.5cm～[上幅20cm・下
幅28.5cm]×高さ9.5cm(最小～最大)
3枚時: [上幅10cm・下幅14cm]×高さ10.8cm～[上幅24cm・
下幅34cm]×高さ9.5cm(最小～最大)
4枚時: [上幅11.5cm・下幅15.5cm]×高さ10.2cm
5枚時: [上幅17cm・下幅24cm]×高さ10cm
6枚時: [上幅20cm・下幅27cm]×高さ9.4cm

■対応五徳
・can+ro ・can+roⅡ ・al+ro ・al+roⅡ
その他対応製品としましては、ステルス風防の高さより低く、
風防内に収まるものとなります。

■注意事項/その他
※本製品は品質改良のため、予告なく仕様変更をする場合
がございます。
※本製品は金属製です。製造過程でフチを削っております
が、お使いの際は十分お気を付けください。
※熱に強い素材ではありません。100℃を超えるような使用
方法はお控えください。
※使用時、使用直後は熱くなっています。やけどに注意してく
ださい。
※本製品は落下等で破損する恐れがあります。

※画像はイメージです。

株式会社アイザワ
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1245239】
焼肉屋の手作りキムチ(6
種類セット)

【配達外のエリア】離島

選び抜かれた新鮮で良質な白菜を昔ながらの製造方法で塩
漬けし、フルーツたっぷりのタレに漬け込んだ特製キムチ。
全て店舗にて手作りをしておりますので漬けたてをお届けい
たします。時間の経過と共に味わいが変わっていくのをお楽
しみください。

■内容量
・白菜キムチ[200g×1パック]
・大根キムチ[200g×1パック]
・胡瓜キムチ[200g×1パック]
・セロリキムチ[200g×1パック]
・梅干しキムチ[140g×1パック]
・ごぼうキムチ[180g×1パック]

■賞味期限
・出荷日+１５日

■原材料・成分
白菜、胡瓜、大根、はちみつ付け梅干し、セロリ、ごぼう、塩、
唐辛子、塩漬けイカ、魚醤、リンゴ、パイナップル、梨、にんに
く、生姜、ニラ

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

ソウルカルビ

【1245242】
老舗焼肉屋のホルモン
セット600g(150g×4種
類)3～4人前

【配達外のエリア】離島

創業23年の韓国焼肉屋ソウルカルビの手もみダレをもみ込
んだ各種お肉セットです。
一晩から半日程度冷蔵庫でじっくりと時間をかけて解凍する
のがおすすめ。お急ぎの場合は流水にあてて解凍してくださ
い。

■内容量
・牛ホルモン[150g×1パック]
・丸腸[150g×1パック]
・上ミノ[150g×1パック]
・上ハラミ[150g×1パック]

■賞味期限
・出荷日+30日

■原材料・成分
牛ホルモン、丸腸、上ミノ、上ハラミ
【秘伝の手もみダレ】
コチュジャン、出汁醤油(サバ、大豆、小麦を含む)、砂糖、味
噌

■注意事項/その他
※お肉の重なった部分やタレの染み込みによって色が変色
している場合がございます。
※まれに黒い粒が入っている場合がありますが、タレの原料
に使用している米麹ですので品質に問題はありません。
※画像はイメージです。

ソウルカルビ
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1248289】
【カクキュー】フリーズドラ
イ飲み比べセット【八丁味
噌、赤出し味噌】

味一筋に十九代。愛知県岡崎市八帖町（旧・八丁村）で江戸
時代初期より八丁味噌を造り続けるカクキューがお届けする
即席みそ汁のセットです。
〈八丁味噌のお味噌汁〉伝統製法で造られる八丁味噌を
ベースにしたコク深い即席みそ汁。国産野菜をふんだんに使
用した具沢山の製品です。
〈赤出し味噌のお味噌汁〉赤出し味噌（合わせ味噌）をベー
スにしたまろやかな即席みそ汁。みつばの爽やかな風味とえ
のきの食感もお楽しみください。

■内容量
・八丁味噌のお味噌汁FD[10g×10個]
・即席赤出し[9g×10個]

■賞味期限
・八丁味噌のお味噌汁FD[製造日から18ヶ月]
・即席赤出し[製造日から1年]

※画像はイメージです。

合資会社八丁味噌

【1248296】
【カクキュー】バラエティー
セット5種類

味一筋に十九代。愛知県岡崎市八帖町（旧・八丁村）で江戸
初期より八丁味噌を造り続けるカクキューがお届けする５種
類の製品セットです。

■内容量
・三河産大豆 八丁味噌カップ[300g×2個］
木桶に大豆と塩のみを原料に仕込み、二夏二冬（2年以上）
じっくりと熟成。
・八丁味噌のお味噌汁FD箱入[（10ｇ×4個）×1箱]
八丁味噌をベースにしたコク深い即席みそ汁。国産野菜をふ
んだんに使用した具沢山の製品。
・味噌カツのたれ[320ｇ×1個]
生姜を効かせた味噌だれ。爽やかな生姜風味なので、揚げ
物や、その他冷奴、野菜炒めや和え物にも。
・味噌オイル 赤[125ｇ×1個]
赤出し味噌の芳醇な風味に、ソテーオニオン・にんにくが香る
パスタ用調味料。バケットや野菜スティックなどにも。
・八丁味噌のパウダー[（2ｇ×10個）×1セット]
「フリーズドライ製法」により、八丁味噌をそのまま粉末状に。
「ふりかける」という新たな調理法ができます。

■賞味期限
・三河産大豆 八丁味噌カップ［製造日から2年］
・八丁味噌のお味噌汁FD箱入[製造日から18ヶ月］
・味噌カツのたれ[製造日から1年］
・味噌オイル 赤［製造日から1年］
・八丁味噌のパウダー[製造日から3年］

※画像はイメージです。

合資会社八丁味噌
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1257543】
いちご【年末年始発送】縁
起初物！紅ほっぺ４パッ
ク【岡崎市 苺の伊藤園】

【配達外のエリア】
離島、北海道、沖縄県、
東北、中国、四国、九州

昔ながらの土耕栽培で、甘くて美味しい「紅ほっぺ」をお届
け。ヘタのきわまで赤く色んだ完熟いちごは一味も二味も違
う味わいです。その日にとった新鮮朝摘みいちごを当日配送
します。

■内容量
・「紅ほっぺ」4パック（１パック280ｇ以上）

■賞味期限
・出荷日より3日

■注意事項/その他
※天候や収穫状況によりお届け時期が前後することがあり
ます。
※粒数、大きさの指定はできませんのでご了承ください。
※到着時にはなるべくお早めにお召し上がりください。

※画像はイメージです。

伊藤園株式会社

【1258512】
ひとつ上の豆乳 成分無
調整 200ml×24本セット

大豆の青臭みの原因となる酵素、収れん味(大豆の渋み、苦
み、えぐ味等の風味)を持たない、国産プレミアム大豆を使用
した「本当においしい豆乳」です。国産プレミアム大豆2品種を
オリジナルブレンドした「るりさやか」コクと旨み、すっきりとし
た後味。大豆固形分11%の成分無調整豆乳です。

■内容量
・ひとつ上の豆乳 成分無調整[200ml×24本]

■賞味期限
・製造日から179日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株式会
社

【1248849】
【カクキュー】バラエティー
セット6種類

味一筋に十九代。愛知県岡崎市八帖町（旧・八丁村）で江戸
初期より八丁味噌を造り続けるカクキューがお届けする6種
類の製品セットです。

■内容量
・無添加赤出し味噌カップ[300g×1個]
八丁味噌に米みそをブレンドした、無添加の合わせ味噌。八
丁味噌のコクが生きた豊かな味わいが特徴です。
・味噌カツのたれ[320g×1個]
生姜を効かせた味噌だれ。爽やかな生姜風味なので、揚げ
物や、その他冷奴、野菜炒めや和え物にも。
・八丁カクキューの味噌カレー[180g×1箱]
八丁味噌のコクとうま味、赤出し味噌のまろやかさを合わせ、
国産牛すじ肉を使用したこだわりのカレー。
・八丁味噌のパウダー[（2ｇ×10個）×1セット]
「フリーズドライ製法」により、八丁味噌をそのまま粉末状に。
「ふりかける」という新たな調理法ができます。
・味噌ラーメン[2食×1個]
国産小麦を使用した、味噌ラーメンによくあう麺を使用し、八
丁味噌をベースに風味豊かなスープに仕上げました。
・八丁味噌煮込うどん[2食×1個]
愛知県産小麦を使用した味噌煮込み専用の麺を使用。八丁
味噌の風味を生かした香り豊かでコクのあるスープに仕上げ
ました。

■賞味期限
・無添加赤出し味噌カップ[製造日から1年］
・味噌カツのたれ［製造日から1年］
・八丁カクキューの味噌カレー[製造日から24ヶ月］
・八丁味噌のパウダー[製造日から3年］
・味噌ラーメン[製造日から45日］
・八丁味噌煮込うどん[製造日から50日］

※画像はイメージです。

合資会社八丁味噌

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1248650】
<健康食品・酵素サプリメ
ント>海野山ロイヤル1袋
(60粒入り)

野菜が不足しがちなかたにおすすめな、植物エキス濃縮液
（酵素ドリンク海野山）とえごま油から黄金比率で造った酵素
サプリメントです。
植物エキス濃縮液は、新鮮な野菜・果物・海藻・キノコなどを
原料として自然環境のもとで長期間醗酵・熟成させビール酵
母を加えたもの。さらに、えごま油にはα-リノレン酸(オメガ3
脂肪酸)が60%以上含まれ、アレルギーを制御、生活習慣病
の原因となるコレステロール減少効果、高血圧や糖尿病予
防に効果があるとされています。
子供から大人までお召し上がりいただけます。

■内容量
・海野山ロイヤル1袋(60粒入り)
・賞味期限:2024年2月

■原材料・成分
えごま油(国内製造)、ゼラチン、海野山濃縮原液(根菜類、果
実類、きのこ類、かんきつ類、葉菜類、海草類、茎菜類、花菜
類、イチゴ及びベリー類、大粒果実)、サフラワー油 / グリセ
リン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、抽出 V.E、レシチ
ン(大豆由来)、V.C、V.A(リンゴ・オレンジ・キウイフルーツ・大
豆を含む)

■注意事項/その他
1日3～9粒を目安に水等でお飲みください。10日で一袋を目
安に飲んで頂きますと効果的です。

※画像はイメージです。

株式会社愛健酵素

【1261681】
豆乳 無調整 200ml 2ケー
スセット

大豆まろやか製法により、おいしく仕上げました。有機大豆を
使用した無調整豆乳です。

■内容量
・豆乳 無調整 200ml（24本入り） ×2ケース

■賞味期限
・製造日から149日

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

マルサンアイ株式会
社
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1262614】
根府川石のペア箸置き

野趣に富む石の魅力を最大限に活かした仕上げです。表面
は自然肌、側面を割肌にすることで自然の風合いを感じさせ
ます。
木の箸などと相性が良くオススメです。

■内容量
・根府川石のペア箸置き[1セット]

■サイズ等
・寸法（約）: 奥行2.5cm、幅6cm、高さ1cm
・材質 : 根府川石 （自然肌仕上げ）
・重さ：100g

■注意事項/その他
※職人がひとつひとつ加工するため、少しずつ仕上がりが異
なります。
※天然の石材を使用しているため、石目の差異など、個体差
が出るものとお考えください。
※堅牢な石材ですので、末永くご使用いただけます。
※食洗機によるテストもクリアしておりますが、石の光沢など
に少なからず影響を及ぼすため、手洗いを推奨しておりま
す。
※油などが付着した場合、沈着する恐れがありますので、で
きる限り早めのふき取りをお願い申し上げます。

※画像はイメージです。

稲垣石材店

【1265663】
岡崎おうはん鶏を使った
肉汁溢れる手造りハン
バーグ 自家用、ギフト、
おもてなしにお勧めです

【配達外のエリア】
離島

純国産種である岡崎おうはん鶏を使用した手ごねハンバー
グ詰め合わせ。
太田商店の育てている岡崎おうはんは、「2012食肉産業展」
地鶏銘柄鶏食味コンテストで「最優秀賞」を授賞しています。
原料の卵も岡崎おうはんの卵を使用しており、通常の黄身に
比べ1.2倍も大きく、甘くもちもちしています。素材にもこだわり
一つ一つ丁寧に手ごねして出来上がったハンバーグは逸品
です。

■内容量
・岡崎おうはん鶏 OH！ハンバーグ[150g×6]

■消費期限
・発送日から80日前後

■原材料・成分
鶏肉（岡崎おうはん）、玉葱、豆腐、パン粉、卵（岡崎おうは
ん）、牛乳、 醤油、生姜、（原材料の一部に小麦・大豆を含
む）

■調理方法
1.袋のまま冷蔵庫で解凍
2.やさしく形を整え（混ぜこねないようにしてください）、蓋をし
て中火で片面3分ずつ焼く。
3.火を消して、蓋をしたまま約10分蒸らして出来上がり！
そのままでも美味しく召し上がれますが、お好みでポン酢な
どをかけるのもお勧めです。

※冷凍便
※画像はイメージです。

株式会社太田商店
らんパーク
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1265720】
岡崎おうはん地鶏 焼き
鳥セット ギフトやおもて
なし、バーベキューにお
すすめ

【配達外のエリア】
離島

「岡崎おうはん地鶏」とは純国産鶏で肉質も良く、良質な卵を
産むことから、卵肉兼用種です。
株式会社太田商店 らんパークは飼料卸を営んでおり、エサ
屋がこだわった良質のエサを、特別に与え育った120日～
200日の若鶏のお肉です。
ほど良い弾力と旨みが凝縮された良質なお肉です。

■内容量
・岡崎おうはん地鶏 もも串[5本入]
・岡崎おうはん地鶏 むね串[5本入]
・岡崎おうはん地鶏 つくね串[5本入]

■消費期限
・いずれも発送日から80日前後

※冷凍便
※画像はイメージです。

株式会社太田商店
らんパーク

【1266212】
手風琴のしらべ５個入５
箱

１４４層の折パイで北海道小豆のこしあんを包んだ「手風琴
のしらベ」。あっさりした甘みとなめらかさが特徴のこしあん
は、発酵バターの香るパイとマッチして皆様に愛され続けて
います。
カワイイ紙風船も入ったお手土産に使いやすいパッケージ
で、紙手提げも一緒にお付けしてお届けします。

■内容量
・手風琴のしらべ[５個入×５箱]

■賞味期限
・製造日から40日

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

合名会社備前屋

【1266284】
手風琴のしらべ１２個入２
箱

１４４層の折パイで北海道小豆のこしあんを包んだ「手風琴
のしらベ」。あっさりした甘みとなめらかさが特徴のこしあん
は、発酵バターの香るパイとマッチして皆様に愛され続けて
います。
カワイイ紙風船も入ったお手土産に使いやすいパッケージ
で、紙手提げも一緒にお付けし、外箱を包装してお届けしま
す。

■内容量
・手風琴のしらべ[１２個入×２箱]

■賞味期限
・製造日から40日

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

合名会社備前屋
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1262467】
おかざき楽の湯 全日入
泉券6枚

岡崎市内のスーパー銭湯「おかざき 楽の湯」の入泉券6枚
セット。JR「岡崎駅」より徒歩15分ほどに位置し、無料駐車場
（200台）も完備しています。
自慢の大庭園露天風呂をはじめ、開放感満天の中5種のお
湯を楽しむことができる楽の湯。内風呂では高濃度炭酸泉や
各種アイテムバス、大型スタジアム湿式サウナとスチーム塩
サウナの2種類のサウナを完備し、内風呂も存分に楽しめま
す。
また、入泉料のみで「コミック1万冊」「フィットネスコーナー」
「リクライナーコーナー」「屋外大型子供広場」「フリーWi-Fi」
等を無料でご利用可能です。

■内容量
・おかざき楽の湯[全日入泉券6枚]

■注意事項/その他
※寄付お申し込み後、おかざき楽の湯よりチケットを送付しま
す。
※ご予約は必要ありません。ご到着時にフロントにお渡しくだ
さい。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に
関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご
請求させて頂きます。)
※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ナカシロ

【1266904】
ぬかたのミネアサヒ EМ
竹炭米 5kg

【申込受付期間】
2022年3月31日

【配達外のエリア】
離島

栽培期間中、化学肥料を使わず、ＥМ活性液と竹炭をまいた
田んぼで元気に育った美味しいお米です。

■内容量
・ぬかたのミネアサヒ EМ竹炭米[5kg]

■賞味期限
2022年9月30日

■注意事項/その他
※製品到着次第冷蔵庫で保管してください。

※画像はイメージです。

やまぜみファーム

【1277028】
【ハナロロ】補充用クレア
ビーズ４本セット

へたってしまったビーズクッションに、補充用のビーズです。
もっちりビーズクッションには、ハナロロオリジナルのクレア
ビーズ。
へたりにくく、ニオイの少ないハナロロ自社工場で作られてい
ます。

■内容量
・ビーズクッション 補充用クレアビーズ４本セット[約350gx4
個]

■原材料
・発泡ポリスチレン

■注意事項/その他
※詰め替えの際、飛散する恐れがありますので、小さなお子
様やペットの近くでは詰め替えないでください。
※詰め替えは、２名以上にて行ってください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。

ハナロロ

受付期間外
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1277740】
葵生はちみつ（Present
Box) 2個セット

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用い、
手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵生はちみつ（Present Box）[25ｇ×3] 2セット

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂蜜
園

【1271147】
内田修ジャズコレクション
（CD人物編セット）

「ドクター・ジャズ」として親しまれた、岡崎市出身の外科医内
田氏（平成28年永眠）から寄贈を受けたジャズコレクションか
ら厳選して収録したCD2枚のセットです。

■お礼品の内容
・内田修ジャズコレクション（CD人物編セット）[CD２枚]

【CD人物Vol.1 高柳昌行】全7曲(全体演奏時間57分32秒)
日本のモダン・ジャズ草創期からオリジナリティを追求したギ
タリスト、高柳昌行氏。彼と深い友情で結ばれていた渡辺貞
夫氏との貴重な音源を中心に、日本のジャズの大きな足跡を
紹介します。

【CD人物Vol.2 宮沢昭】全9曲(全体演奏時間57分46秒)
20世紀を駆け抜けたサックス奏者宮沢昭氏のオリジナル曲
を通じて、日本のジャズの底力を伝えます。名盤「マイ・ピッコ
ロ」前夜にドクターズ・スタジオで繰り広げたリハーサルも収
録。

■注意事項/その他
・「人物VOL.1 高柳昌行」に関しましては、実験的・前衛的な
演奏を含んでおり、お聴き苦しく感じられる箇所があります。

※画像はイメージです。

岡崎市役所 生涯学
習課

【1278566】
御気軽炭火焼うなぎまぶ
しセット ２人前（100g×
2）

【配達外のエリア】
離島

岡崎市で35年ご愛敬頂いている、うなぎ専門店です。
元々テイクアウトを開店時からメインにしており、コロナ前より
ご愛敬頂いてきました。大人から子供まで食べやすい、まぶ
し丼をご自宅で楽しみいただけます。
食べ方の一例も同封いたします。

■内容量
・うなぎ[200g×2]

■賞味期限
加工後から2週間

■原材料・成分
うなぎ、砂糖、みりん、水飴、たまり

※画像はイメージです。

うな秀
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1281603】
【ハナロロ】わたし膝下ま
くらパイルカバー付き(グ
レー)

ビーズの出し入れができるので、ご自分の好みの高さ、硬さ
に調節できてぴったりフィット。ビーズを減らして15cmほどの
高さにすると腰がベッドに密着した状態になりリラックスでき
ます。

■内容量
・わたし膝下まくらパイルカバー付き(グレー)[1個]

■原材料・成分
カバー:ポリエステル100%
中袋:ポリエステル100%
中材:発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
〈本体〉
・お洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸した布な
どで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってください。
・ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品化し
ておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干しして
ご使用ください。
〈カバー〉
・カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流で
洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※使用感には個人差があります。
※ビーズのにおい対策のため、ビニール袋なしの梱包方法
にてお届けいたします。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1281604】
【ハナロロ】わたし膝下ま
くらパイルカバー付き
(ベージュ)

ビーズの出し入れができるので、ご自分の好みの高さ、硬さ
に調節できてぴったりフィット。ビーズを減らして15cmほどの
高さにすると腰がベッドに密着した状態になりリラックスでき
ます。

■内容量
・わたし膝下まくらパイルカバー付き(ベージュ)[1個]

■原材料・成分
カバー:ポリエステル100%
中袋:ポリエステル100%
中材:発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
〈本体〉
・お洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸した布な
どで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってください。
・ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品化し
ておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干しして
ご使用ください。
〈カバー〉
・カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流で
洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※使用感には個人差があります。
※ビーズのにおい対策のため、ビニール袋なしの梱包方法
にてお届けいたします。
※画像はイメージです。

ハナロロ
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【寄附金区分15,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1274989】
カロリーオフ豆乳
200ml(調製豆乳・麦芽
コーヒー)よりどり2ケース
セット

調整豆乳カロリーオフは、標準的な調製豆乳に比べカロリー
を45％抑え、麦芽コーヒーカロリーオフは、標準的な豆乳飲
料麦芽に比べ、カロリーを1/2に抑えました。飲み口もすっき
りと仕上げ、毎日飲んでも飲み飽きない低糖質豆乳飲料各１
ケースをセットでお届けします。

■内容量
・調製豆乳 カロリー45％オフ 1ケース[200ml×24本]
・豆乳飲料 麦芽コーヒー カロリー50％オフ １ケース[200ml×
24本]

■賞味期限
・調製豆乳 カロリー45％オフ[製造日から149日]
・豆乳飲料 麦芽コーヒー カロリー50％オフ[製造日から179
日]

※画像はイメージです。

マルサンアイ株式会
社

【1272555】
豆乳飲料200ml コーヒー
キリマンジャロブレンド、
レモンティシチリアレモン
よりどり２ケースセット

甘くないのに甘くフルーティで上品な香りの余韻が広がる、
ちょっと贅沢な気持ちを感じる大人な豆乳飲料「 ちょっと贅沢
なコーヒー キリマンジャロブレンド」１ケースと 、ニルギリ紅茶
とシチリアレモン果汁を加えた甘さ控えめ、すっきりとした後
味の豆乳飲料「 ちょっと贅沢なレモンティシチリアレモン」１
ケースのセットです。

■内容量
・豆乳飲料 ちょっと贅沢なコーヒーキリマンジャロブレンド 1
ケース[200ml×24本]
・豆乳飲料 ちょっと贅沢なレモンティシチリアレモン 1ケース
[200ml×24本]

■賞味期限
いずれも製造日から179日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株式会
社

【1273104】
調製豆乳 カロリー45％オ
フ 200ml 2ケースセット

標準的な調製豆乳に比べカロリーを45％抑えました。また飲
み口もすっきりと仕上げ、毎日飲んでも飲み飽きない低糖質
調製豆乳です。

■内容量
・調製豆乳 カロリー45％オフ2ケース48本[1ケース：200ml×
24本入]

■賞味期限
製造日から149日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株式会
社
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【寄附金区分17,000円以上】

【1277042】
【ハナロロ】メガポトラ
240L専用ニットカバー
（ベージュ）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・メガポトラ240L専用ニットカバー（ベージュ）[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（ベージュ）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※メガポトラ240L本体は、別お礼品【1215115】または
【1215116】（65,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

【1277043】
ハナロロ】メガポトラ240L
専用ニットカバー（チャ
コールグレー）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・メガポトラ240L専用ニットカバー（チャコールグレー）[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（チャコールグレー）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※メガポトラ240L本体は、別お礼品【1215115】または
【1215116】（65,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分17,000円以上】

商品名 画像 業者名

アルコールストーブ五徳の『決定版』！
これ１台でどんなサイズのシェラカップも、メスティンも、釜も
やかんも鉄板も使える万能な五徳です。
アルコールストーブをセットし、羽根を倒すことで、ガスコンロ
のような五徳に早変わり。付属の収納缶と下敷きも付いて
いるので、持ち運んで使うのも便利です。ツーリング中の
コーヒー1杯にも、キャンプの鍋料理にもぴったり。

■内容量
・al+roIII アルコールストーブ用 五徳[1個]
【付属品】
付属下敷き、収納缶、取扱説明書

■本体仕様
・直径：141mm（収納時95mm)
・高さ：64mm（収納時50mm)
・重さ：130g（al+roIII)

30g（付属下敷き)
・材質：ステンレス

■注意事項／その他
・使用可能なアルコールストーブのサイズは、直径75mm以
内・高さ45mm以内です。
・使用時、使用直後にはやけどに注意してください。
・燃えやすいものの近くで使用しないでください。
・換気の悪い場所では十分注意をしてください。
・本製品は落下等で破損する恐れがあります。

※画像はイメージです。「al+ro IIＩ」本体および付属品以外の
ものはお届けいたしません。

【1278111】
al+roIII アルコールストー
ブ用 五徳

株式会社アイザ
ワ

【1271145】
内田修ジャズコレクション
（ブックセット）

「ドクター・ジャズ」として親しまれた、岡崎市出身の外科医
内田氏（平成28年永眠）から寄贈を受けたジャズコレクショ
ンから、厳選した図録、CD付きBOOK「クロニクル」のセット
です。

■お礼品の内容
・内田修ジャズコレクション（ブックセット）[図録３冊、CD付き
BOOK「クロニクル」１冊]

【図録 ジャズの街角】
平成8年開催、岡崎市制80周年記念 岡崎市収蔵品展「ジャ
ズの街角―内田修ジャズコレクション」の展覧会図録
【図録 ジャズの街角 Part II】
平成10年開催、岡崎市美術博物館企画展「ジャズの街角
Part II～戦後の日本にさした光～」の展覧会図録
【図録 ジャズの街角 Part III】
平成13年開催、岡崎市美術博物館企画展「ジャズの街角
Part III―内田修ジャズコレクション×アメリカンファッション
1940's‐1960's」の展覧会図録
【CD付きBOOK「クロニクル」】
内田氏と親交の厚いミュージシャンの証言、関係者の対談
及びプライベートテープ目録等を取りまとめた冊子と、プライ
ベートテープから厳選したCDがセットになった一冊。

■注意事項/その他
・図録「ジャズの街角」、「ジャズの街角 Part II」、「ジャズの
街角 Part III」に関しましては、発行からの経年により、一部
表面に小さな擦れ等の傷がみられる品がございます。

※画像はイメージです。

岡崎市役所 生涯
学習課
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【寄附金区分17,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1280419】
金の名刺(真鍮)

職人が、先端技術を行使し、原紙そのままの名刺を”金の名
刺”に作成。写真はもちろん、QRコードも刻み込めます。
退職祝い・昇進祝い・新入社員の記念に。
名刺交換時に、さりげなく自慢の”金の名刺”を差し出しQR
コードからスマホで情報を読み取れます。これ1枚で心をわ
しづかみ!

■内容量
・金の名刺[1枚]

■原材料・成分
真鍮プレート

■寄附お申込み後の流れ
1.有限会社ダイテックより申込書を送付致します。
2.申込書に必要事項をご記入の上「作成したい名刺」と一緒
に返送用封筒にて1か月以内に郵送にてご返送下さい。
名刺が郵送できない場合は、申込書に記載されているメー
ルアドレスまでJPEGにて送信お願いします。
(名刺の著作権などの法的な問題は一切責任を負いかねま
すので、ご確認の上郵送をお願いします。)
3.ご返送いただいた申込書に基づき、お礼品をお届けいたし
ます。申込書到着後、製品発送までに2週間前後かかりま
す。

■注意事項/その他
・申込書は到着から1カ月以内にご返送いただけない場合、
お礼品のお届けができません。
・投げるなど乱暴に扱わないで下さい。
・小さなお子様の手の届かない所で保管して下さい。
・金属ですので年月と共に変色する性質があります。自然な
事なので素材特有の変化をお楽しみ下さい。変色が気にな
る場合は、市販のクエン酸・レモン汁や真鍮用の磨き布等で
磨くと輝きを取り戻せます。
・寄付者様や第三者のご使用中の事故や怪我については
一切責任を負いかねます。

※画像はイメージです。画像の名刺の内容は見本です。

有限会社ダイテッ
ク
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【寄附金区分18,000円以上】

【1269365】
葵生はちみつ（Gift Set)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵生はちみつ（Gift Set）[200ｇ×2]

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園

【1276204】
【食卓が騒然】骨付きモ
モがドカンと１本！衝撃
のビジュアル系チキンカ
レー/スパイシー味(５個
セット)

中身はほぼ肉というボリューム感！国産おやどりの骨付き
モモがまるごと１本入ったレトルトカレーのスパイシー味で
す。
昔は「かしわ」とも呼ばれていた「おやどり」は、卵を産む鶏
のこと。肉は深い味わいがあり、カレーとの相性は抜群で
す。

■内容量
・六ツ美のあの肉カレー(スパイシー味)[240ｇ] 5個

■賞味期限
・製造日から２年間

■注意事項／その他
・直射日光を避け、常温で保存してください。
・本品に含まれるアレルギー物質（特定原材料及びそれに
準ずるもの） … 乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りん
ご
・本品製造工場では、特定原材料７品目に関し、卵、、小
麦、えび、かに、落花生を含む製品を製造しています。

※画像はイメージです。

六ツ美養鶏加工
協同組合

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分18,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1285172】
地元おかざきのギフト

岡崎市の特産品や知られざる”逸品”が選べるカタログギフ
ト。つくり手の想いが描かれたギフトカードが詰まったカード
タイプのカタログギフトです。以下20品の中から1品お好きな
製品をお選び頂けます。
※製品ラインナップは変更になる可能性がございます。

1.九色九味の麩まんじゅう「たまかざり」
2.山下納豆「自慢の納豆」食べ比べセット
3.大樹寺・徳川家康公 開運貫木（かんぬき）
4.四代目原田豆腐店 お豆腐６点セット
5.こだわりとんかつセット
6.心太と蒟蒻の玉手箱
7.丸石醸造厳選ギフト「純米大吟醸 萬歳」
8.カクキュー厳選ギフト
9.三河わ紅茶 詰合せ
10."おかざきへの恩返し"釜春生麺詰め合わせギフト
11.八百屋の作る本気のフルーツサンド
12.岡崎が産んだ地鶏 岡崎おうはんのモモ肉
13.和蝋燭はじめて物語
14.カフェ柚子木”ぬかたの自然の贈りもの”
15.岡崎きく工房厳選ギフト
16.ファナビス厳選ギフト「がら紡 布セット」
17.岡崎けんたま家 焼肉屋さんの黒カレー
18.「ありがとう」の贈りもの かりんとう12種ギフト
19."天下獲り"岡崎クラフトビール4本セット
20.高校生がつくった 岡崎ぎゅーっと肉味噌セット

■内容量
・地元おかざきのギフト[カタログギフト(サイズ:封筒横
16.2mm×縦11.4mm)]
有効期限：発行後から半年間

■お申し込み後の流れ
1.株式会社岡田印刷よりギフトカタログを配送いたします。
2.同封されているハガキ・WEBのどちらからでもお申し込み
が可能です。
3.お申し込み頂いた内容に基づき、製品をお届けいたしま
す。

※カタログ裏面に記載の有効期限を過ぎた場合や、お申し
込みがない場合は製品のお届けが出来ません。
※画像はイメージです。

株式会社岡田印
刷
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【寄附金区分19,000円以上】

【1262468】
おかざき楽の湯 全日入
泉券8枚

岡崎市内のスーパー銭湯「おかざき 楽の湯」の入泉券8枚
セット。JR「岡崎駅」より徒歩15分ほどに位置し、無料駐車
場（200台）も完備しています。
自慢の大庭園露天風呂をはじめ、開放感満天の中5種のお
湯を楽しむことができる楽の湯。内風呂では高濃度炭酸泉
や各種アイテムバス、大型スタジアム湿式サウナとスチー
ム塩サウナの2種類のサウナを完備し、内風呂も存分に楽
しめます。
また、入泉料のみで「コミック1万冊」「フィットネスコーナー」
「リクライナーコーナー」「屋外大型子供広場」「フリーWi-Fi」
等を無料でご利用可能です。

■内容量
・おかざき楽の湯[全日入泉券8枚]

■注意事項/その他
※寄付お申し込み後、おかざき楽の湯よりチケットを送付し
ます。
※ご予約は必要ありません。ご到着時にフロントにお渡しく
ださい。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ナカシ
ロ

【1277741】
純国産100％ 葵クロー
バー生はちみつ(１本瓶)
＆葵生はちみつ(Present
Box)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵クローバー生はちみつ（１本瓶）[280ｇ] 1個
・葵生はちみつ（Present Box）[25ｇ×3] 1個

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分19,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1275279】
200ｇ×８】江戸時代から
続く八丁味噌2社×創業
50年老舗とんかつ屋の
秘伝みそだれ

岡崎の老舗、「カクキュー八丁味噌」「まるや八丁味噌」で職
人が伝統的な製法によって作る八丁味噌と、老舗とんかつ
屋「一休」のオリジナル味噌を独自の配合でブレンドしたみ
そだれ。１つずつ手作業で丁寧にお作りしています。
とんかつにかけるのはもちろん、おでん、どて煮、肉みそ炒
めなど様々なお料理にお使いいただけます。

■内容量
・みそだれ[200g×8個]

■賞味期限
製造日から6か月

■原材料・成分
豆みそ(国内製造)、砂糖、酒、山椒、ハーブ、(一部に大豆
を含む）

■注意事項/その他
・おいしさを保つため、開封後は冷蔵庫に保存し、お早めに
お召し上がりください。
・白い斑点上のものは、アミノ酸の一種（チロシン）でよく熟
成させたみその特徴です。
・ご使用後はキャップを閉めて立てて保存してください。

※画像はイメージです。

有限会社一休

【1278219】
甘酒200ml 2ケースセット

ほどよい濃さとすっきりとした後味の甘酒飲料。米と米麹が
醸し出す甘みで、砂糖を添加しておりません。まろやかで甘
さすっきりに仕上げました。

■内容量
・甘酒 2ケース48本 [1ケース：200ml×24本]

■賞味期限
製造日から239日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株
式会社

【1279349】
ヴィーガンプロテイン 抹
茶200ml 2ケースセット

豆乳をベースに、大豆プロテイン、有機エンドウ豆プロテイ
ンを配合。また身体にやさしい天然甘味料の有機アガベシ
ロップを使用。石臼挽きで有名な西尾の抹茶を加えて優し
いラテ風味に仕上げました。香料、着色料不使用です。

■内容量
・ヴィーガンプロテイン 抹茶[（200ml×24本）×2ケース]

■賞味期限
・製造日から179日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株
式会社
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【寄附金区分19,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1279357】
ヴィーガンプロテイン カ
カオ200ml 2ケースセット

豆乳をベースに、大豆プロテイン、有機エンドウ豆プロテイ
ンを配合。また身体にやさしい天然甘味料の有機アガベシ
ロップを使用。カカオを加えて優しいラテ風味に仕上げまし
た。香料、着色料不使用です。

■内容量
・ヴィーガンプロテイン カカオ[（200ml×24本）×2ケース]

■賞味期限
・製造日から179日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株
式会社

【1279386】
ヴィーガンプロテイン
200ml 抹茶・カカオよりど
り2ケースセット

豆乳をベースに、大豆プロテイン、有機エンドウ豆プロテイ
ンを配合。また身体にやさしい天然甘味料の有機アガベシ
ロップを使用。石臼挽きで有名な西尾の抹茶を加えた
「ヴィーガンプロテイン 抹茶」1ケースとカカオを加えた
「ヴィーガンプロテイン カカオ」1ケースをセットにてご用意。
香料、着色料不使用です。

■内容量
・ヴィーガンプロテイン 抹茶[200ml×24本]
・ヴィーガンプロテイン カカオ[200ml×24本]

■賞味期限
・どちらも製造日から179日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株
式会社

【1286027】
ウィリアムモリス カフェ
カーテン(マリーイザベル)

ウィリアム モリスの一番弟子ジョン･ヘンリー･ダールによる
「マリーイザベル」のカフェカーテン。大胆な刺繍ステッチの
ようなデザインです。

■お礼品の内容について
・ウィリアムモリス カフェカーテン(マリーイザベル)[1枚]

■サイズ
約W450mm×約H330mm （上部筒縫い ポール通穴：35mm
程度 直径20mmのポールが通ります。）

■生地材質
ポリエステル100%/風通(二重)組織

■お手入れ方法
・液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可能です。
・脱水は30秒以内でお願いします。
・形を整えて日陰のつり干しで自然乾燥をお願いします。
・タンブル乾燥禁止。
・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

■注意事項/その他
・使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
・柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。ポールは付属しておりません。

株式会社ほづみ
インテリア
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【寄附金区分19,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1286029】
ウィリアムモリス カフェ
カーテン(いちご泥棒)

時代を超えて愛されるウィリアム モリスのデザインの中でも
不動の人気を誇る「いちご泥棒」のカフェカーテン。
いちご泥棒は、モリスの別荘である「ケルムスコット・マナー」
でいちごをついばむツグミを見た描いた愛らしいデザインで
す。

■お礼品の内容について
・ウィリアムモリス カフェカーテン(いちご泥棒)[1枚]

■サイズ
約W450mm×約H330mm （上部筒縫い ポール通穴：35mm
程度 直径20mmのポールが通ります。）

■生地材質
ポリエステル100%/風通(二重)組織

■お手入れ方法
・液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可能です。
・脱水は30秒以内でお願いします。
・形を整えて日陰のつり干しで自然乾燥をお願いします。
・タンブル乾燥禁止。
・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

■注意事項/その他
・使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
・柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。ポールは付属しておりません。

株式会社ほづみ
インテリア

【1286031】
ウィリアムモリス カフェ
カーテン(ラーモ)

ウィリアム モリスの「ラーモ」のカフェカーテン。
モリス特有の渦巻く流れのあるブドウの蔓の装飾的がモリ
スらしさを表現しているデザインです。

■お礼品の内容について
・ウィリアムモリス カフェカーテン(ラーモ)[1枚]

■サイズ
約W450mm×約H330mm （上部筒縫い ポール通穴：35mm
程度 直径20mmのポールが通ります。）

■生地材質
ポリエステル100%/風通(二重)組織

■お手入れ方法
・液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可能です。
・脱水は30秒以内でお願いします。
・形を整えて日陰のつり干しで自然乾燥をお願いします。
・タンブル乾燥禁止。
・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

■注意事項/その他
・使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
・柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。ポールは付属しておりません。

株式会社ほづみ
インテリア
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【寄附金区分19,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1286032】
ウィリアムモリス カフェ
カーテン(ピンパーネル)

ウィリアム モリスの「ピンパーネル」のカフェカーテン。
左右対称にルリハコベの花が渦巻いて描かれたデザインで
す。

■お礼品の内容について
・ウィリアムモリス カフェカーテン(ピンパーネル)[1枚]

■サイズ
約W450mm×約H330mm （上部筒縫い ポール通穴：35mm
程度 直径20mmのポールが通ります。）

■生地材質
ポリエステル100%/風通(二重)組織

■お手入れ方法
・液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可能です。
・脱水は30秒以内でお願いします。
・形を整えて日陰のつり干しで自然乾燥をお願いします。
・タンブル乾燥禁止。
・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

■注意事項/その他
・使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
・柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。ポールは付属しておりません。

株式会社ほづみ
インテリア

【1286033】
ウィリアムモリス カフェ
カーテン(ピンクアンド
ローズ)

ウィリアム モリスの「ピンクアンドローズ」のカフェカーテン。
バラとカーネーションが絡み合う様を曲線でシンプルに描か
れたデザインです。

■お礼品の内容について
・ウィリアムモリス カフェカーテン(ピンクアンドローズ)[1枚]

■サイズ
約W450mm×約H330mm （上部筒縫い ポール通穴：35mm
程度 直径20mmのポールが通ります。）

■生地材質
ポリエステル100%/風通(二重)組織

■お手入れ方法
・液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可能です。
・脱水は30秒以内でお願いします。
・形を整えて日陰のつり干しで自然乾燥をお願いします。
・タンブル乾燥禁止。
・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

■注意事項/その他
・使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
・柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。ポールは付属しておりません。

株式会社ほづみ
インテリア
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【寄附金区分19,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1286034】
ウィリアムモリス カフェ
カーテン(ブラックトーン)

ウィリアム モリスの一番弟子ジョン･ヘンリー･ダールによる
「ブラックトーン」のカフェカーテン。
咲き乱れる色とりどりの小花を表現した可愛らしいデザイン
です。

■お礼品の内容について
・ウィリアムモリス カフェカーテン(ブラックトーン)[1枚]

■サイズ
約W450mm×約H330mm （上部筒縫い ポール通穴：35mm
程度 直径20mmのポールが通ります。）

■生地材質
ポリエステル100%/風通(二重)組織

■お手入れ方法
・液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可能です。
・脱水は30秒以内でお願いします。
・形を整えて日陰のつり干しで自然乾燥をお願いします。
・タンブル乾燥禁止。
・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

■注意事項/その他
・使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
・柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。ポールは付属しておりません。

株式会社ほづみ
インテリア

【1286036】
ウィリアムモリス カフェ
カーテン(ハニーサクル)

ウィリアム モリスの次女メイ･ モリスによる「ハニーサクル」
のカフェカーテン。
スイカズラの花が葉の中に見え隠れするデザインです。

■お礼品の内容について
・ウィリアムモリス カフェカーテン(ハニーサクル)[1枚]

■サイズ
約W450mm×約H330mm （上部筒縫い ポール通穴：35mm
程度 直径20mmのポールが通ります。）

■生地材質
ポリエステル100%/風通(二重)組織

■お手入れ方法
・液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可能です。
・脱水は30秒以内でお願いします。
・形を整えて日陰のつり干しで自然乾燥をお願いします。
・タンブル乾燥禁止。
・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

■注意事項/その他
・使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
・柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。ポールは付属しておりません。

株式会社ほづみ
インテリア
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【寄附金区分19,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1286037】
ウィリアムモリス カフェ
カーテン(レスターアカン
サス)

ウィリアム モリスの一番弟子 ジョン ヘンリー ダールによる
「レスターアカンサス」のカフェカーテン。

■お礼品の内容について
・ウィリアムモリス カフェカーテン(レスターアカンサス)[1枚]

■サイズ
約W450mm×約H330mm （上部筒縫い ポール通穴：35mm
程度 直径20mmのポールが通ります。）

■生地材質
ポリエステル100%/風通(二重)組織

■お手入れ方法
・液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可能です。
・脱水は30秒以内でお願いします。
・形を整えて日陰のつり干しで自然乾燥をお願いします。
・タンブル乾燥禁止。
・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

■注意事項/その他
・使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
・柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。ポールは付属しておりません。

株式会社ほづみ
インテリア

【1286044】
ウィリアムモリス カフェ
カーテン(ハニーサクル&
チューリップ)

ウィリアム モリス「ハニーサクル&チューリップ」のカフェカー
テン。
モリス独特の構成がされたチューリップとスイカズラのデザ
イン。

■お礼品の内容について
・ウィリアムモリス カフェカーテン(ハニーサクル&チューリッ
プ)[1枚]

■サイズ
約W450mm×約H330mm （上部筒縫い ポール通穴：35mm
程度 直径20mmのポールが通ります。）

■生地材質
ポリエステル100%/風通(二重)組織

■お手入れ方法
・液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可能です。
・脱水は30秒以内でお願いします。
・形を整えて日陰のつり干しで自然乾燥をお願いします。
・タンブル乾燥禁止。
・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

■注意事項/その他
・使用する生地の場所により柄の配置が異なります。
・柄の配置の指定はできません。

※画像はイメージです。ポールは付属しておりません。

株式会社ほづみ
インテリア
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【寄附金区分19,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1286752】
オーツ麦飲料 オーツミル
ククラフト200ml 2ケース
セット

オーツ麦の粒から加工したオーツミルク。 「オーツミルク」由
来のやさしい甘みを継承しつつ、のど越しがよくクセのない
柔らかな味わい、ミルキーホワイトな色合いの飲料です。
素材の良さを最大限に引き出すため、原材料はオーツミル
クと安定剤の2つのみで、香料、油は添加しておりません。
普段のお料理やお菓子作り、またコーヒーと混ぜてもおいし
くお召し上がりいただけます。

■お礼品の内容について
・オーツ麦飲料 オーツミルククラフト[200ml×24本×2ケー
ス]

■賞味期限
製造日から179日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株
式会社
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【寄附金区分20,000円以上】

【1200022】
汽車と街セット（木製汽車
1個、家4個、標識1個、汽
車信号1個）

地元岡崎産の杉・桧を使用し、自社で一つ一つ製作してい
ます。木のおもちゃはシンプルなので創造力や発想力を養
います。丁寧に作られているため、汽車は丸みを帯び肌触
りがよく小さな手でも持ちやすくなっています。タイヤは全て
取り外し可能になっていますので指先を使ってタイヤ交換を
お楽しみいただけます。大小の家は積み木としても遊べま
す。木の優しさと温もりをご家族でお楽しみください。

■内容量
・汽車(幅80mm×長さ430mm×高さ約115mm)560g
・家小(幅45mm×奥行45mm×高さ65mm)50g×2個
・家・横長(幅90mm×奥行45mm×高さ65mm)140g×1個
・家・縦長(幅45mm×奥行45mm×高さ135mm)140g×1個
・標識(幅45mm×奥行45mm×高さ100mm)20g×1個
・汽車信号(幅45mm×奥行45mm×高さ95mm)20g×1個
総重量980g
■原材料・成分・提供サービス詳細
汽車…杉・桧、家・小…桧、家・横長、縦長…桧、標識…杉・
桧
汽車信号…杉・桧

※車軸・標識柱・信号柱部分のみ外材を使用する場合があ
ります.
※画像はイメージです。

小原木材株式会社

【1200675】
三河牛（黒毛和種）A5等
級モモすき焼き用600g
直営巴山牧場産

【申込受付期間】
～2022年3月31日

【配達外のエリア】離島

髙橋精肉店直営「巴山牧場」で約20か月、きれいな空気・お
いしい水・安全な飼料で育てた牛肉です。

■内容量
・三河牛モモすき焼き用 600g

■賞味期限
・発送日から30日

※クール便(冷凍)
※画像はイメージです。

株式会社髙橋精肉
店

【1109750】
防災ヘルメット まもりく
ん（オレンジ2個）

ヘルメットにはLEDライト、呼子笛、軍手、マスクを装着して
おり、頭頂部には蓄光テープがついているため停電時に光
ります。またフック穴もついていますので、任意の場所にフッ
クを取り付けたり、取り外したりすることが出来ます。

■内容量
・防災ヘルメット(オレンジ) 2個
■原材料・成分・提供サービス詳細
重さ:395g
サイズ:55cm～61cm(サイズ調整可能)

高さ135cm×幅235cm×奥行300m(つば、突起含む)
付属品:LEDライト(電池付き)、呼子笛(アルミ製)、マスク(不
織布)、軍手(Mサイズ)
■注意事項/その他
LEDライトの乾電池は自然放電しますので、点灯を確認し適
宜交換をしてください。

※画像はイメージです

有限会社石原ライト
工業所

画像 業者名商品名

受付期間外

113 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1109751】
防災ヘルメット まもりく
ん（ホワイト2個）

ヘルメットにはLEDライト、呼子笛、軍手、マスクを装着して
おり、頭頂部には蓄光テープがついているため停電時に光
ります。またフック穴もついていますので、任意の場所にフッ
クを取り付けたり、取り外したりすることが出来ます。

■内容量
・防災ヘルメット(ホワイト) 2個
■原材料・成分・提供サービス詳細
重さ:395g
サイズ:55cm～61cm(サイズ調整可能)

高さ135cm×幅235cm×奥行300m(つば、突起含む)
付属品:LEDライト(電池付き)、呼子笛(アルミ製)、マスク(不
織布)、軍手(Mサ イズ)
■注意事項/その他
LEDライトの乾電池は自然放電しますので、点灯を確認し適
宜交換をしてください。

※画像はイメージです

有限会社石原ライト
工業所

【1200407】
東海オンエアコラボ キブ
サチ東海八丁台湾らー
めん（5食）

【配達外のエリア】離島

2018年 全国ふるさと甲子園で岡崎市がグランプリに輝い
た、あの東海オンエアコラボメニュー「キブサチ東海八丁台
湾ラーメン」。モチモチの味噌専用麺と、岡崎の老舗「まるや
八丁味噌」さんの伝統製法で作られた八丁味噌「燻製味噌」
を使ったスープで、コクと旨み、まろやかさを兼ね備えた⼀
品です。

■内容量
・キブサチ東海八丁台湾らーめん 5食分（専用麺130ｇ×5
玉 、スープ300ｃｃ×5個、トッピングミンチ70ｇ×5個、オリジ
ナルラー油 15ｃｃ×5個）
・グランプリ受賞記念ステッカー×1枚
■賞味期限：製造日より60日

※クール便(冷凍)
※画像はイメージです。

ペガサスクラブ株式
会社(キブサチラボ)

【1217691】
生産者直送！シャインマ
スカット2房と大粒他品種
ぶどうの詰め合わせ 約
2.3kg【種無し】

【発送時期】
2021年8月25日〜

【配達外のエリア】
離島、北海道、沖縄県、
東北、中国、四国、九州

岡崎市でぶどう栽培を始めて50年以上の農園で丹精込め
て栽培した『種無しぶどう』です。シャインマスカットを2房必
ずお入れし、大粒の他品種を2～4房お入れした詰め合わせ
になります。時期やぶどうの状態により他品種にあたる部分
は異なりますが、いずれも中信園で人気の品種を丁寧に箱
詰めして贈らせていただきます。

■内容量
・シャインマスカット(2房)、多品種の葡萄(2～4房) 計約
2.3kg
他品種は下記の中から。時期によって異なります。
※品種のご指定は出来ません。
巨峰、藤稔、ピオーネ、リザマート、クイーンニーナなど

■賞味期限：出荷日＋３日

※種無し処理をしておりますが、完全に抜けない場合がご
ざいます。
※丁寧な梱包を心がけておりますが、配送時の衝撃などに
より実が軸から外れてしまう場合がございます。
※クール便(冷蔵)
すぐお召し上がりにならない場合は早めに冷蔵庫に入れて
保管してください。
※画像はイメージです。

中信園受付期間外
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

東レ・モノフィラメント
株式会社

【1202854】
【釣り糸セット】バスライン
使い比べセット 12LB3種

《ソラローム エクスレッド type NS》
新技術<<ナノスリット>>搭載 結束性能強化型プレミアムフ
ロロカーボンライン
▸結びやすさが強化された、実戦仕様の結束強力。
▸エクスレッドのDNAたる、徹底された均一直線構造。
▸よりしなやかな糸質で、クセのない伸びやかな直線性を発
揮。抜群の操作性で、スイム系からテクニカル系ルアーにベ
ストマッチ。

《ソラローム エクスレッド》
ポンド別専用設計プレミアムフロロカーボンライン
▸技術の粋を究めたポンド別専用設計プレミアムライン。
▸徹底してこだわり抜いた均一直径・均一強度・耐摩耗性
能。
▸このラインだけで全てにフィットする。

《ソラローム ポリアミドプラス》
プレミアムナイロンライン
▸フロロ並みの高感度を実現したナイロンライン。
▸高強力・耐摩耗設計でフロロカーボンライクな使用感。
▸素材の持つ軽さとしなやかさが自在なテクニカルアクション
を可能にする。

■内容量
・プレミアムフロロカーボンライン ソラローム エクスレッド
type NS 12LB <100m平行巻> 1個
・プレミアムフロロカーボンライン ソラローム エクスレッド
12LB <150m平行巻> 1個
・プレミアムナイロンライン ソラローム ポリアミドプラス
12LB
〈150m平行巻〉1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
<プレミアムフロロカーボンライン ソラローム エクスレッド
type NS 12LB>
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル
<プレミアムフロロカーボンライン ソラローム エクスレッド
12LB>
・素材：フロロカーボン100％
・ラインカラー：ナチュラル（50m、100mマーキング）
<プレミアムナイロンライン ソラローム ポリアミドプラス
12LB>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ウォーターメロンライトフロールーセント（75m
マーキング）
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1204940】
フルフェイスガード まも
りくん 防災ヘルメットま
もりくんのハンモックを使
用し加工 5個セット

防災ヘルメットまもりくんのハンモックを使用し、帽子感覚で
脱着が簡単、且つサイズ調整が出来ます。
より安定しているので、装着時や長時間の使用時に負担が
少ないです。
眼鏡をかけても、フェイスシートが当たらない様に余裕をも
たせてあります。保護シートをはがしてクリアーな視界でご
使用ください。

■内容量
・内容：フルフェイスガード まもりくん 防災ヘルメットまもり
くんのハンモックを使用し加工 5個セット
■原材料・成分・提供サービス詳細
1箱5個入り（1個107グラム）頭囲 53cm～59cm

※画像はイメージです。

有限会社石原ライト
工業所

【1202856】
【釣り糸セット】へら道糸
使い比べセット ナイロン
道糸0.8号3種

《将鱗へら ストロングアイ道糸》
将鱗へらシリーズ史上、最も見やすい道糸。
▸ホワイトイエローカラーが様々な天候、釣り場でも、高い視
認性を発揮。
▸東レ独自の寸法安定性と、高強力を兼ね備える。
▸馴染みがよく、仕掛けを振り込んでからの沈みが抜群。

《将鱗へら スーパープロPLUS 道糸》
しなやかさと強度バランスを両立した高品質ナイロン道糸。
▸最高レベルのしなやかさと高強度のバランスを両立。
▸プレッシャーによるタフコンディション時や厳寒期の低活性
へらに最適です。

《将鱗へら TYPE-Ⅱ 道糸》
張りとコシのバランス設計、高強力・高耐久力ナイロン道
糸。
▸ナイロンの中でもやや硬めの素材を選択し、扱いやすさを
重視。
▸糸に張りと腰を持たせ、高活性のへらを手返しよく釣り上げ
るのに最適です。
▸高融点ナイロンの使用により、ウキ止めゴム移動時の摩擦
熱によるダメージを軽減。

■内容量
・スペシャリティモデル 将鱗へら ストロングアイ道糸 0.8
号 <５０ｍ巻> 1個
・将鱗へら スーパープロPLUS 道糸 0.8号 <５０ｍ巻> 1
個
・将鱗へら TYPE-Ⅱ 道糸 0.8号 <５０ｍ巻> 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
<スペシャリティモデル 将鱗へら ストロングアイ道糸 0.8
号>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：ホワイトイエロー
<将鱗へら スーパープロPLUS 道糸 0.8号>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：フラッシュイエロースペシャル
<将鱗へら TYPE-Ⅱ 道糸 0.8号>
・素材：ナイロン100％
・ラインカラー：パッションピンク

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1205014】
can+ro(MOON) スター
ターキット

羽根を折りたためば直径わずか6cmのキャンドルコンロ
『can+ro』です。
ちょっとおつまみをあぶって晩酌のお共に、おうち時間でこ
どもとリアルなおままごとに、
コーヒーを温めながらお庭での語らいに、ソロでのキャンプ
にと様々なシーンでご利用できます。
デザインは自然をモチーフにしており、光が放射状に広がり
とてもきれいです。
【MOON】は月の満ち欠けをデザインしています。
can+roを楽しめるオプション品も充実しており、今回はスター
ターキットとして
yaki+ami(焼き網）とyaki+ita（焼き板）、キャンドルをセットにし
can+roをすぐにお使いいただけます。
50年以上続く精密板金の会社が作り出すキャンプグッズで
す。
ぜひ手に取って設計によって作られたギミックの世界もご堪
能ください。

■内容量
・can+ro（MOON) 1個 ＊専用ケース付き
・キャンドル 1個
・yaki+nabe（焼き鍋） 1個
・yaki+ami（焼き網） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
【can+ro製品仕様】
直径：110mm（収納時60mm）、高さ：35mm
重さ：76g、材質：ステンレス

※画像はイメージです。

株式会社アイザワ

【1204885】
can+ro(SUN) スターター
キット

羽根を折りたためば直径わずか6cmのキャンドルコンロ
『can+ro』です。
ちょっとおつまみをあぶって晩酌のお共に、おうち時間でこ
どもとリアルなおままごとに、
コーヒーを温めながらお庭での語らいに、ソロでのキャンプ
にと様々なシーンでご利用できます。
デザインは自然をモチーフにしており、光が放射状に広がり
とてもきれいです。
【SUN】は日の出、日の入りをデザインにしています。
can+roを楽しめるオプション品も充実しており、今回はスター
ターキットとしてyaki+ami(焼き網）とyaki+ita（焼き板）、キャン
ドルをセットにしcan+roをすぐにお使いいただけます。
50年以上続く精密板金の会社が作り出すキャンプグッズで
す。
ぜひ手に取って設計によって作られたギミックの世界もご堪
能ください。

■内容量
・can+ro（SUN) 1個 ＊専用ケース付き
・キャンドル 1個
・yaki+nabe（焼き鍋） 1個
・yaki+ami（焼き網） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
【can+ro製品仕様】
直径：110mm（収納時60mm）、高さ：35mm
重さ：76g、材質：ステンレス

※画像はイメージです。

株式会社アイザワ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1205020】
can+ro(CLOVER) スター
ターキット

羽根を折りたためば直径わずか6cmのキャンドルコンロ
『can+ro』です。
ちょっとおつまみをあぶって晩酌のお共に、おうち時間でこ
どもとリアルなおままごとに、
コーヒーを温めながらお庭での語らいに、ソロでのキャンプ
にと様々なシーンでご利用できます。
デザインは自然をモチーフにしており、光が放射状に広がり
とてもきれいです。
【CLOVER】は四葉を模したデザインとなっています。
can+roを楽しめるオプション品も充実しており、今回はスター
ターキットとしてyaki+ami(焼き網）とyaki+ita（焼き板）、キャン
ドルをセットにしcan+roをすぐにお使いいただけます。
50年以上続く精密板金の会社が作り出すキャンプグッズで
す。
ぜひ手に取って設計によって作られたギミックの世界もご堪
能ください。

■内容量
・can+ro（CLOVER) 1個 ＊専用ケース付き
・キャンドル 1個
・yaki+nabe（焼き鍋） 1個
・yaki+ami（焼き網） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
【can+ro製品仕様】
直径：110mm（収納時60mm）、高さ：35mm
重さ：76g、材質：ステンレス

※画像はイメージです。

株式会社アイザワ

【1205016】
can+ro(RIVER) スター
ターキット

羽根を折りたためば直径わずか6cmのキャンドルコンロ
『can+ro』です。
ちょっとおつまみをあぶって晩酌のお共に、おうち時間でこ
どもとリアルなおままごとに、
コーヒーを温めながらお庭での語らいに、ソロでのキャンプ
にと様々なシーンでご利用できます。
デザインは自然をモチーフにしており、光が放射状に広がり
とてもきれいです。
【RIVER】は川の流れを彷彿とさせるデザインとなっておりま
す。
can+roを楽しめるオプション品も充実しており、今回はスター
ターキットとして
yaki+ami(焼き網）とyaki+ita（焼き板）、キャンドルをセットにし
can+roをすぐにお使いいただけます。
50年以上続く精密板金の会社が作り出すキャンプグッズで
す。
ぜひ手に取って設計によって作られたギミックの世界もご堪
能ください。

■内容量
・can+ro（RIVER) 1個 ＊専用ケース付き
・キャンドル 1個
・yaki+nabe（焼き鍋） 1個
・yaki+ami（焼き網） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
【can+ro製品仕様】
直径：110mm（収納時60mm）、高さ：35mm
重さ：76g、材質：ステンレス

※画像はイメージです。

株式会社アイザワ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1205198】
地酒 家康の里（大吟
醸・本醸造）SF KO-2I

岡崎の名将徳川家康の地元岡崎の地酒飲み比べセットで
す。緑豊かな蔵元に湧き出る軟水で醸したお酒は香り高くう
ま味のある味。家康に思いを馳せて味わってください。
大吟醸家康の里は、葵のご紋に名将家康の雄姿をデザイ
ンし、勇ましくもどっしりとした構えの面持ちのラベルです。
創業1830年（天保元年）の蔵元は、緑豊かな自然に囲まれ
ており、その土地に湧き出る「神水（かんずい）」は鉱物をほ
とんど含まない軟水であり、仕込みに一貫してその水を使い
醸し出したお酒です。大吟醸の香り高く上品な味わい。冷や
してお召し上がりください。
本醸造は、すっきりとした飲み飽きしない味わいで、冷でも
お燗しても楽しめるお酒です。

■内容量
・大吟醸 家康の里 720ml×１本（重量1,160g）
・本醸造 家康の里 720ml×1本（重量1,150g）
■原材料・成分・提供サービス詳細
＜大吟醸 家康の里＞
米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール
精米歩合40％ 酒造好適米 山田錦100％使用
アルコール度数 15度
＜本醸造 家康の里＞
米（国産）、米麹（国産米）、醸造アルコール
精米歩合70％
アルコール度数 15度
■賞味期限：製造年月より1年間

※箱の仕様が写真とは異なることがございます。ご了承くだ
さい。
※画像はイメージです。

合資会社 柴田酒
造場

【1205021】
can+ro(DROPS) スター
ターキット

羽根を折りたためば直径わずか6cmのキャンドルコンロ
『can+ro』です。
ちょっとおつまみをあぶって晩酌のお共に、おうち時間でこ
どもとリアルなおままごとに、
コーヒーを温めながらお庭での語らいに、ソロでのキャンプ
にと様々なシーンでご利用できます。
デザインは自然をモチーフにしており、光が放射状に広がり
とてもきれいです。
【DROPS】はしたたり落ちる水滴をイメージしたデザインと
なっております。
can+roを楽しめるオプション品も充実しており、今回はスター
ターキットとして
yaki+ami(焼き網）とyaki+ita（焼き板）、キャンドルをセットにし
can+roをすぐにお使いいただけます。
50年以上続く精密板金の会社が作り出すキャンプグッズで
す。
ぜひ手に取って設計によって作られたギミックの世界もご堪
能ください。

■内容量
・can+ro（DROPS) 1個 ＊専用ケース付き
・キャンドル 1個
・yaki+nabe（焼き鍋） 1個
・yaki+ami（焼き網） 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
【can+ro製品仕様】
直径：110mm（収納時60mm）、高さ：35mm
重さ：76g、材質：ステンレス

※画像はイメージです。

株式会社アイザワ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1205276】
即席 おしるこ10個入り
職人手焼き国産もち米
100％最中で包みました

お湯を注いで食べる即席おしるこ（小豆入り）です。美味な
最中は、餅米（国産）100％です。
お湯を注ぎますとモチモチなのに香ばしい最中の中から、風
味豊かな「おしるこ」が出てきます。
最中は、菓子職人が丁寧に手焼きしています。

●おしるこのおいしいお召し上がり方
1、最中の中心を指で押し、穴を開けてお椀に入れます。
2、穴の部分にアツアツのお湯を約160cc注ぎます。（お好み
で湯量を調整してください）
3、約10秒経ちましたら、お箸でやさしく混ぜてお召し上がりく
ださい。
※最中をくずさずに裏返しますと美しく仕上がります。

■内容量
即席 おしるこ １箱（10個入り）
■原材料・成分・提供サービス詳細
砂糖、小豆、もち米（国産）、食塩、甘味料（スクラロース、ア
セスルファムカリウム、還元パラチノース）
■賞味期限：製造日より360日

※画像はイメージです。

料理旅館 呑龍

【1205522】
ドライフラワーバスケット
（茶）

季節折々の花をドライフラワーにして籠にギュッと詰めまし
た。なるべく高温多湿を避け飾っていただけたほうが、長く
お楽しみいただけると思います。配送の際、花ですので少し
花びらが落ちる場合もあるかもしれませんがご了承くださ
い。
※籠の大きさ 横25cm、縦10cm（取っ手も含めると25cm）、
幅20cmです。

■内容量
・ドライフラワーバスケット
■原材料・成分・提供サービス詳細
季節の花々、草木、籐の籠
重さ：800g

※画像はイメージです。

エムフルール

【1205524】
ドライフラワーバスケット
（グレー）

季節折々の花をドライフラワーにして籠にギュッと詰めまし
た。なるべく高温多湿を避け飾っていただけたほうが、長く
お楽しみいただけると思います。配送の際、花ですので少し
花びらが落ちる場合もあるかもしれませんがご了承くださ
い。
※籠の大きさ 横25cm、縦10cm（取っ手も含めると25cm）、
幅20cmです。

■内容量
・ドライフラワーバスケット
■原材料・成分・提供サービス詳細
季節の花々、草木、籐の籠
重さ：800g

※画像はイメージです。

エムフルール

受付期間外

受付期間外

受付期間外
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1124233】
国内産ハゼの実蝋を
100%使用して作った 伝
統工芸品 和ろうそく ダ
ルマ25本入り

松井本和蝋燭工房の和蝋燭はすべて手作りで、国内産ハ
ゼの木の実蝋を100%使用し、400年の伝統を誠実に継承し
た岡崎の郷土工芸品です。本和蝋燭は、地球にやさしい純
植物性の原料である木蝋(櫨の木の実を搾ったもの)を使用
しているため油煙が少なく、液だれもほとんどないため、安
全にお使いいただけます。また、風に吹かれても消えにくく
灯りが長持ちします。和ろうそくの切り口は、手作りの証であ
る年輪状になっていることが特徴です。

■内容量
・ダルマ25本(長さ約 78mm 直径 12mm)
■原材料・成分・提供サービス詳細
ハゼの木の実蝋

※1本あたりの燃焼時間は約30分です。
※画像はイメージです。

松井本和蝋燭工房

【1206556】
さくら天然酵母＆米粉パ
ン贅沢12袋(20個)セット

【配達外のエリア】離島

岡崎城の桜の花弁から取り出した桜酵母を使用し地元米
（あいちのかおり）を主原料にしたさくら天然酵母米粉食パン
と米粉パンをセットに致しました。
家康公生誕400年記念と岡崎市市制100年を記念して、家康
公の幼少期当時に竹千代がお手植えで植えられた桜の木
の花弁から、酵母を取り出し72時間かけてさくら天然酵母米
粉食パンを作りました。米粉食パンは腹持ちがいいので朝
食はパン派の方にもおすすめです。厚切り、薄切りなど用途
によって美味しさが違います。日本独自の米粉食パンを召し
上がってください。

■内容量
・さくら天然酵母＆米粉パン贅沢セット12袋（20個）セット
■原材料・成分・提供サービス詳細
さくら天然酵母食パン1斤×1袋、さくら天然酵母食パン1.5斤
×1袋、さくら天然酵母塩バター2個入り×2袋、さくら天然酵
母大納言あんぱん1個入り×2袋、米粉コッペ2個入り×2
袋、おかざきカレ－パン2個入り×2袋、岡崎八丁クルミみそ
2個入り×2袋
■賞味期限：すべて発送日より30日
■注意事項／その他
製品にはPH調整剤、保存料、VC、乳化剤、等は使用してお
りませんので、すぐに召し上がられない場合は、アルミホイ
ル、サランラップ等で空気を抜いて冷凍保存をお願いいたし
ます。お召し上がりの際は自然解凍しオーブントースターで
温めていただきましたらふっくらと美味しくいただけます。

※画像はイメージです。

四季パン工房
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1209967】
【釣り糸セット】あゆ用ナ
イロン水中糸

戦うナイロン水中糸。
高強度・高感度性能に加え、飛躍的に耐久性・耐摩耗性を
向上させた高品質の水中糸。
ヨレやチヂレが少なく長時間の使用に耐える。
適度な伸度設計のもと、泳がせ釣り・止め釣りなどの繊細
な友釣り専用に開発された高バランスの高強度ナイロンライ
ン。
保管に便利なクリアケース付き。

■内容量
・将鱗あゆ競技ハイパー 0.175号[50m巻×1個(クリアケー
ス付き)]
・将鱗あゆ競技ハイパー 0.2号[50m巻×1個(クリアケース
付き)]
・将鱗あゆ競技ハイパー 0.25号[50m巻×1個(クリアケース
付き)]
■原材料・成分・提供サービス情報
素材：ナイロン100%
ラインカラー：ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社

【1209994】
【釣り糸セット】あゆ用フ
ロロカーボン水中糸

フロロカーボンの限界へ。
独自の製法と繊細な技術力により、感度と直線性に優れた
鮎専用設計のフロロカーボン製水中糸。
高比重を生かした深場の泳がせ釣りや流れの速い瀬釣り
などにおすすめの設計。
耐根ズレにより果敢な攻めが可能。低吸水性が生み出す
高タフネス性を兼ね備える。抜群の復元力でライントラブル
も軽減。
保管に便利なクリアケース付き。

■内容量
・将鱗あゆSUPERミラクル 0.175号[50m巻 1個]
・将鱗あゆSUPERミラクル 0.2号[50m巻 1個]
・将鱗あゆSUPERミラクル 0.25号[50m巻 1個]
■原材料・成分・提供サービス情報
素材：フロロカーボン１００％
ラインカラー：ナチュラル

※画像はイメージです。

東レ・モノフィラメント
株式会社

【1210098】
パーティーにおすすめ！
フルーツアイス・くずもち
バー全6種×4個≪保冷
バッグ付き≫

【配達外のエリア】離島

吉野の本葛を贅沢に使用した、溶けないアイスバーと串刺
しのフローズンフルーツのセットです。保冷バックに入れ、ダ
ンボール箱に入れてお届けします。

■内容量
・くずもちバー いちごみるく 70g×4個
・くずもちバー オレンジ 70g×4個
・くずもちバー 抹茶小豆 70g×4個
・フルーツアイス イチゴパイン 50g×4個
・フルーツアイス メロンパイン 50g×4個
・フルーツアイス ハッピーカルテット 60g×4個
■賞味期限：製造日から 364日
■・本お礼品は冷凍でのお届けとなります。
・そのままお召し上がりいただけます。
・冷凍庫から出してすぐは固くなっております。お気を付けく
ださい。
■保存について
・風味を損ないますので、再冷凍はしないでください。

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

株式会社アクティブ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1210099】
パーティーにおすすめ！
みんなで楽しくフルーツ
アイス3種×8個≪保冷
バッグ付き≫

【配達外のエリア】離島

新鮮なフルーツを食べやすいひと口サイズにカットし、シロッ
プをからめ、串にさして急速冷凍しました。
素材そのままの味わいを活かしながらほんのりとした甘み
で美味しさアップです!
保冷バックに入れ、ダンボール箱に入れてお届けします。

■内容量
・イチゴパイン 50g×8個
・メロンパイン 50g×8個
・ハッピーカルテット 60g×8個
■賞味期限：製造日から 364日
■注意事項／その他
・本お礼品は冷凍でのお届けとなります。
・そのままお召し上がりいただけます。
・冷凍庫から出してすぐは固くなっております。お気を付けく
ださい。
■保存について
・風味を損ないますので、再冷凍はしないでください。

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

株式会社アクティブ

【1210100】
全部気になる！アクティ
ブの全部が楽しめるバラ
エティーセット25種

【配達外のエリア】離島

スムージー、スウィッチェル、フルーツアイス、くずもちバー
のバラエティーセット25種をお届けします。

■内容量
・スムージー
美フレッシュ(80g)、桃色吐息(80g)、ビューティーベリー
(80g)、南国気分(80g)、カシスグレープフルーツ(60g)、ストレ
スケア(80g)、ヘルシーアシスト(80g)、恋する苺(80g)、小松菜
パイン(70g)、ラブベリーうるうるコラーゲン(80g+コラーゲン
液5g)、こだわりマンゴーメロン(80g)、ビタＣアイ(80g)
・スウィッチェル
スウィッチェルリンゴ酢(65g)、スウィッチェルブドウベリー酢
(65g)、スウィッチェルザクロ酢(65g)、スウィッチェルゆず酢
(65g)
・ベジフルスムージー
グリーンベジフル(80g)、パープルベジフル(80g)、レッドベジ
フル(80g)
・贅沢フルーツアイス
イチゴパイン(50g)、メロンパイン(50g)、ハッピーカルテット
(60g)
・くずもちバー
いちごみるく(70g)、オレンジ(70g)、抹茶小豆(70g)
■賞味期限：製造日から364日
■注意事項／その他
【スムージー・スウィッチェル】
・同梱されているシロップは箱から取り出し、常温保管をお
願いします。
・作り方につきましては、説明文内に記載させて頂いており
ます。
・かくはん不十分により、カップへそそぐ時にかたまりがは
いってしまったら取り除いてください。
・材料がミキサーの刃に引っかかってしまった場合は、すぐ
にスイッチを切り、マドラーなどで取り、再度かくはんしてくだ
さい。
・夏場は出来るだけ冷たくしたお水を使用してください。
【フルーツアイス・くずもちバー】
・そのままお召し上がりいただけます。
・冷凍庫から出してすぐは固くなっております。お気を付けく
ださい。
■保存について
・風味を損ないますので、再冷凍はしないでください。
・シロップは常温保管してください。

※クール便（冷凍）
※画像はイメージです。

株式会社アクティブ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1210165】
金刻～GOLD
ENGRAVING～(岡崎城）

岡崎城でお生まれになった徳川家康公の名言と花押を、岡
崎城と共に真鍮に刻んでみました。
お城が好きな方・徳川家康公が好きな方いかがでしょうか？

■内容量
・金刻～GOLD ENGRAVING～
約50ｇ×1枚(140mm×95mm×0.5mm)

■原材料・成分・提供サービス詳細
・真鍮プレート
■注意事項／その他
・投げるなど乱暴な遊びはしないでください。
・小さなお子様の手の届かない所で保管してください。
・金属ですので年月と共に変色する性質があります。自然な
事なので素材特有の変化をお楽しみください。変色が気に
なる場合は、市販のクエン酸・レモン汁で磨くと輝きを取り戻
すことができます。
・寄付者様や第三者のご使用中の事故や怪我については
一切責任を負いかねます。

※画像はイメージです。

有限会社ダイテック

【1211069】
ドライヘッドスパ・エステ
仙豆のちから岡崎エルエ
ル店 新規60分チケット

仙豆のちから岡崎
エルエル店

ヘッドヒーリングスパ協会「ヘッドエキスパート」が行う一流
の施術は、今まで体感した事のない睡眠を味わえます。水
を使わないので仕事帰りや買い物帰りに気軽にご利用出来
ますよ。
仙豆のちから岡崎エルエル店の施術内容は頭痛や眼の疲
れに対するサポートはもちろん心身ともに美しく健康に！芯
からのリラクゼーションをご体験下さい。
◆こだわり情報
夜20時以降も受付OK／当日受付OK／2名以上の利用OK
／個室あり／駐車場あり／2回目以降特典あり／朝10時前
でも受付OK／女性スタッフ在籍／完全予約制／指名予約
OK／ショッピングモール内／ドリンクサービスあり／リクライ
ニングチェア／メイクルームあり／着替えあり／アメニティま
たはコスメが充実
◆コース内容
なかなか取れない疲れを改善したい！と皆様のご要望から
生まれた頭、首、肩を中心にデコルテのほぐしが付いたコー
スです！
体が重い、寝た気がしない、これは脳疲労からしっかりと深
い睡眠が取れない為、疲労回復が出来ない事が原因です。
仙豆のちからでは 脳に心地よく伝わる上質のタッチング
で、硬い頭皮、お辛い箇所を少しずつゆるめるお手伝いをさ
せていただきます。

■内容量
・ドライヘッドスパチケット 新規60分 1枚 1名様分
■チケットについて
・寄付お申し込み受付後、仙豆のちから岡崎エルエル店より
チケットを送付致します。
・仙豆のちから岡崎エルエル店へ初来店の方がご利用いた
だけます。
・チケットの有効期限は発行日より2年です。
・必ずお電話にてご予約を取ってからご来店下さいませ。
・ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございま
す。
・チケットは必ずお持ち下さい。ご持参なしの場合、事由に
関わらず、サービスの提供が出来ませんのでご了承下さ
い。
・チケットは期限迄に必ずご利用下さい。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
・チケットの払い戻しなどは出来ません。
・換金は不可となります。
・遅刻をされる場合は必ずご連絡下さい。（遅刻時間により
コースが変更になる場合がございます）10分以上の遅刻で
キャンセル扱いとさせていただきます。

※画像はイメージです。
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1213364】
可動式マウスガード 25
個セット

装着した状態で飲食のできるマウスガード。マウスガード、
ガード台、耳掛紐で構成されています。ガード台にマウス
ガードをセットするだけで簡単に組み立てられます。耳掛紐
をガード本体に引っ掛け、強弱の調節が簡単に出来ます。
ガード台の顎接触部にはクッション性に優れた軟質ポリエチ
レンを使用し、違和感が軽減されています。

■内容量
・可動式マウスガード1式 1箱25個セット
（マウスガード、耳掛ゴム紐（2本）、ガード台）
■原材料・成分・提供サービス情報
・マウスガード：PETクリアーシート
・ガード台：軟質ポリエチレン成形加工品
・耳掛紐：ゴム紐
■注意事項／その他
マウスガードのクリアーシートが汚れたときは傷つきやすい
ので水洗いし柔らかい布等で拭いてください。
ゴム紐は鉱物油など付着すると劣化します。

※画像はイメージです。

有限会社石原ライト
工業所

【1213755】
ゴールド赤だし 900g×6
個セット

地元岡崎市で定番のゴールド赤だし6個セットです。
30年以上にわたり地元の皆さまにご愛用頂いております。
ゴールド赤だしは八丁味噌・豆味噌に、米味噌を合わせた
お味噌です。

■内容量
・ゴールド赤だし 900g×6個
■賞味期限：製造日から1年

※画像はイメージです。

株式会社まるや八
丁味噌

【1212771】
al+ro

アルコールストーブ・固形燃料専用の五徳『al+ro』！

★『al+ro』は折りたたんだり、組み合わせたりする作業は一
切無し。
慣れてくれば片手で振るだけで五徳の足が出てきてスタン
バイOK。

★五徳の足が開いた時と閉じた時の2パターンあるので、底
の小さなシェラカップにも対応します。

★標準タイプの固形燃料を使えば固形燃料が燃え尽きるの
を待って15分ほど蒸らせばご飯が簡単に炊けちゃいます。
＊固形燃料をつかう際にはal+roの足を閉じた状態でal+ro
の足の部分に付 属の下敷きを乗せてお使い下さい。
（固形燃料は全体が熱くなるため下部も熱くなります。下敷
きに載せて使うことをお勧めします）

★アルコールストーブを中に入れて収納できるのでセットに
してコンパクトに持ち運べます。
収納の仕方は簡単！！
al+roとアルコールストーブを逆さにして持ち、アルコールス
トーブをal+roに押し込むだけです。
アルコールストーブをal+roにしまうときのギミックを楽しんで
ください。

■内容量
・al+ro 1個
■原材料・成分・提供サービス情報
【仕様】
直径：133ｍｍ（収納時は95ｍｍ）
高さ：65ｍｍ
重さ：123ｇ
材質：ステンレス
【付属品】
固形燃料用下敷き 1枚

※画像はイメージです。

株式会社アイザワ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1215114】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション ポトラ60リットル
ニットカバー付(チャコー
ルグレー)

コンパクトだけど座り心地抜群な三角型のポトラ60リットルで
す。
座ると体にピッタリフィットして楽チン。座ったり、ゴロンと寝
転んだりいろんな使い方ができるからリビングにオススメで
す。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかニットカバーは、三角型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフ
をはじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション ポトラ60リットル ニットカバー付(チャコー
ルグレー) 1個
サイズ:W60×D80×H50cm 重量:約1.5kg

■原材料・成分・提供サービス情報
カバー：ポリエステル100%
中袋：ポリエステル100%
中材：発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

※色は、深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナル
チャコールグレーです。
※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1215113】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション ポトラ60リットル
ニットカバー付(ベージュ)

コンパクトだけど座り心地抜群な三角型のポトラ60リットルで
す。
座ると体にピッタリフィットして楽チン。座ったり、ゴロンと寝
転んだりいろんな使い方ができるからリビングにオススメで
す。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかニットカバーは、三角型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフ
をはじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション ポトラ60リットル ニットカバー付(ベー
ジュ) 1個
サイズ:W60×D80×H50cm 重量:約1.5kg

■原材料・成分・提供サービス情報
カバー：ポリエステル100%
中袋：ポリエステル100%
中材：発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1215491】
oka-d-art 黒皮鉄板 メ
スティン用 コットン袋6点
セット 厚さ4.5mm×85×
140

メスティン用の黒皮鉄板（穴有り）など6点セットです。IHでも
御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※メスティンにスタッキング可能です。（メスティンは当セット
品に含まれておりません。）
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/鉄板専
用ヘラ（小）/まな板兼鉄板敷き/コットン袋（小）/本革製ハン
ドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
【厚さとサイズ】t4.5mm×約85mm×約140mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になり
ます。
【重量】黒皮鉄板単品：約410g、6点セット重量：約640g
・コットン袋
【大きさ】約180mm×約260mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1215492】
oka-d-art 黒皮鉄板
コットン袋6点セット ラー
ジメスティン用 t4.5mm×
120×175

ラージメスティン用の黒皮鉄板（穴有り）など6点セットです。
IHでも御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※ラージメスティンにスタッキング可能です。（ラージメスティ
ンは当セット品に含まれておりません。）
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/鉄板専
用ヘラ（中）/まな板兼鉄板敷き/コットン袋（小）/本革製ハン
ドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約120mm×約175mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になり
ます。
【重量】黒皮鉄板単品：約740g、6点セット重量：約1010g
・コットン袋
【大きさ】約180mm×約260mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1215493】
oka-d-art 黒皮鉄板 250
×165用 4点セット 厚さ
4.5mm×250mm×
165mm

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/鉄板専用ヘラ（大）/ステンレス製ショー
トハンドル/本革製ハンドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約250mm×約165mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になり
ます。
【重量】黒皮鉄板単品：約1.5kg、4点セット重量：約1.6kg
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1224829】
【食卓が騒然】骨付きモ
モがドカンと1本!衝撃の
ビジュアル系チキンカ
レー/中辛(5個セット)

中身はほぼ肉というボリューム感！国産おやどりの骨付き
モモがまるごと１本入ったレトルトカレーです。
昔は「かしわ」とも呼ばれていた「おやどり」は、卵を産む鶏
のこと。肉は深い味わいがあり、カレーとの相性は抜群で
す。

■内容量
・六ツ美のあの肉カレー[240g] 5個

■賞味期限
・製造日から２年間

■注意事項／その他
・直射日光を避け、常温で保存してください。
・本品に含まれるアレルギー物質（特定原材料及びそれに
準ずるもの） … 乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りん
ご
・本品製造工場では、特定原材料７品目に関し、卵、小麦、
えび、かに、落花生を含む製品を製造しています。

※画像はイメージです。

六ツ美養鶏加工協
同組合

【1215494】
oka-d-art 黒皮鉄板 B6-
Lタイプ用 コットン袋6点
セット厚さ4.5mm×140×
190

B6サイズの黒皮鉄板6点セットです。B6サイズの焚き火台な
どに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※B6-Lタイプ用の黒皮鉄板コットン袋付き6点セットです。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・※黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/鉄板
専用ヘラ（中）/まな板兼鉄板敷き/コットン袋（小）/本革製ハ
ンドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約140mm×約190mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になり
ます。
【重量】黒皮鉄板単品：約950g、6点セット重量：約1200g
・コットン袋
【大きさ】約180mm×約260mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1240505】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション ペットクッションMカ
バー付 60L（ナチュラル
ベージュ）

体にぴったりフィットする、モチモチふわふわなペットクッショ
ンです。こちらの製品は、Mサイズ（７ｋｇ未満程度のワンちゃ
ん、ネコちゃんサイズ）です。
ビーズの量が調整できるので、ワンちゃん・ネコちゃんの体
型に合わせてお使いください。また、ビーズの補充をするこ
とで長くお使いいただけます。

■内容量
・ビーズクッション ペットクッションMカバー付 30L（ナチュラ
ルベージュ）[1個]
サイズ： W60×D60×H20cm 重量:約1.7kg

■原材料
カバー； ポリエステル100%
中袋： ポリエステル100%
中材： 発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品
化しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干し
してご使用ください。
※カバーは洗濯可能です。洗濯ネットに入れて弱水流で洗
い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはナチュラ
ルベージュ1点となります。

ハナロロ

【1240507】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション ペットクッションMカ
バー付 60L（モタードイエ
ロー）

体にぴったりフィットする、モチモチふわふわなペットクッショ
ンです。こちらの製品は、Mサイズ（７ｋｇ未満程度のワンちゃ
ん、ネコちゃんサイズ）です。
ビーズの量が調整できるので、ワンちゃん・ネコちゃんの体
型に合わせてお使いください。また、ビーズの補充をするこ
とで長くお使いいただけます。

■内容量
・ビーズクッション ペットクッションMカバー付 30L（モタード
イエロー）[1個]
サイズ： W60×D60×H20cm 重量:約1.7kg

■原材料
カバー： ポリエステル100%
中袋： ポリエステル100%
中材： 発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品
化しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干し
してご使用ください。
※カバーは洗濯可能です。洗濯ネットに入れて弱水流で洗
い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはモタード
イエロー1点となります。

ハナロロ
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1240510】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション ペットクッションMカ
バー付 60L（チャコール
グレー）

体にぴったりフィットする、モチモチふわふわなペットクッショ
ンです。こちらの製品は、Mサイズ（７ｋｇ未満程度のワンちゃ
ん、ネコちゃんサイズ）です。
ビーズの量が調整できるので、ワンちゃん・ネコちゃんの体
型に合わせてお使いください。また、ビーズの補充をするこ
とで長くお使いいただけます。

■内容量
・ビーズクッション ペットクッションMカバー付 30L（チャコー
ルグレー）[1個]
サイズ： W60×D60×H20cm 重量:約1.7kg

■原材料
カバー： ポリエステル100%
中袋： ポリエステル100%
中材： 発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品
化しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干し
してご使用ください。
※カバーは洗濯可能です。洗濯ネットに入れて弱水流で洗
い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはチャコー
ルグレー(※深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナ
ルチャコールグレーです)1点となります。

ハナロロ

【1243373】
冷凍でお届け！冷凍五
目釜飯2ヶセット

【配達外のエリア】離島

お米、出汁、火力、食材にこだわった、冷凍五目釜飯2個
セット。
薄味に仕立てられたご飯と、ご飯が隠れるほどたっぷり詰め
られた新鮮な魚介と地元野菜の旨みの調和が楽しめます。

■内容量
・冷凍五目釜飯[300g×2]

■賞味期限
・製造日から1ヶ月

■原材料・成分
さば 帆立 鶏肉 海老 かに 大豆 きぬさや たまご
米 しょうゆ かつお さけ みりん 紅生姜

■調理方法
蓋をしたまま、電子レンジで９分温めてお召し上がりくださ
い。

※画像はイメージです。

有限会社味の集会
場魚信

132 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1245241】
老舗焼肉屋の焼き肉セッ
ト(6種類)900g

【配達外のエリア】離島

創業23年の韓国焼肉屋ソウルカルビの手もみダレをもみ込
んだ各種お肉セットです。
一晩から半日程度冷蔵庫でじっくりと時間をかけて解凍する
のがおすすめ。お急ぎの場合は流水にあてて解凍してくだ
さい。

■内容量
・塩タン[150g×1パック]
・和牛カルビ[150g×1パック]
・上ハラミ[150g×1パック]
・厚切り豚カルビ[150g×1パック]
・桜姫鶏[150g×1パック]
・牛ホルモン[150g×1パック]

■賞味期限
・出荷日+30日

■原材料・成分
塩タン、和牛カルビ、上ハラミ、厚切り豚カルビ、桜姫鶏、牛
ホルモン
【秘伝の手もみダレ】
コチュジャン、出汁醤油(サバ、大豆、小麦を含む)、砂糖、味
噌

■注意事項/その他
※お肉の重なった部分やタレの染み込みによって色が変色
している場合がございます。
※まれに黒い粒が入っている場合がありますが、タレの原
料に使用している米麹ですので品質に問題はありません。
※画像はイメージです。

ソウルカルビ

【1248291】
【カクキュー】赤出し味噌
銀カップ 900g×6

味一筋に十九代。愛知県岡崎市八帖町（旧・八丁村）で江
戸初期より八丁味噌を八丁味噌を造り続けるカクキューが
お届けする赤出し味噌（合わせ味噌）です。
豆みそに米みそを合わせた、甘味のあるまろやかな調合み
そ。 甘味のあるまろやかな風味で、八丁味噌よりも柔らかく
手軽にお使いいただけます。

■内容量
・赤出し味噌銀カップ[900g×6個]
■賞味期限
製造日から1年

※画像はイメージです。

合資会社八丁味噌
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1264670】
【食べる社会貢献】厳選
自然素材の手づくりパウ
ンドケーキ3種セット／
チョコ・フルーツ・抹茶

自然素材にこだわった、チョコ、フルーツ、抹茶のパウンド
ケーキの詰め合わせです。中軽度の障がいを持った方々
が、ひとつひとつ心を込めて丁寧に作り上げています。
◇チョコ…プレミアムなベルギー産チョコがたっぷり
◇フルーツ…４種のドライフルーツ（レーズン・チェリー・マン
ゴー・くるみ）が生地にごろごろ
◇抹茶…香り高い京都産宇治抹茶と、ふっくらした国産小
豆を使用

■内容量
・パウンドケーキ プレミアムチョコ[約380ｇ/１本]
・パウンドケーキ フルーツ[約380ｇ/１本]
・パウンドケーキ 抹茶[約380ｇ/１本]

■賞味期限
・いずれも製造日から３0日

■注意事項/その他
・手作業のため形・大きさにばらつきがある場合がございま
す。ご了承ください。
・原材料の一部に小麦・乳・卵・くるみを含みます。

※画像はイメージです。

特定非営利活動法
人ハートフルフレン
ズ

【1266217】
手風琴のしらべ８個入４
箱

１４４層の折パイで北海道小豆のこしあんを包んだ「手風琴
のしらベ」。あっさりした甘みとなめらかさが特徴のこしあん
は、発酵バターの香るパイとマッチして皆様に愛され続けて
います。
カワイイ紙風船も入ったお手土産に使いやすいパッケージ
で、紙手提げも一緒にお付けし、外箱を包装してお届けしま
す。

■内容量
・手風琴のしらべ[８個入×４箱]

■賞味期限
・製造日から40日

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

合名会社備前屋
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【寄附金区分20,000円以上】

画像 業者名商品名

【1275388】
カロリーオフ豆乳200mlよ
りどり３ケース(調製豆乳･
麦芽コーヒー･紅茶)計72
本

調整豆乳カロリーオフは、標準的な調製豆乳に比べカロ
リーを45％、麦芽コーヒーカロリーオフ・紅茶カロリーオフ
は、標準的な豆乳飲料麦芽に比べカロリーを1/2に抑えまし
た。

■内容量
・調製豆乳 カロリー45％オフ 1ケース[200ml×24本]
・豆乳飲料 麦芽コーヒー カロリー50％オフ 1ケース[200ml
×24本]
・豆乳飲料 紅茶カロリー50％オフ 1ケース[200ml×24本]

■賞味期限
・調製豆乳 カロリー45％オフ [製造日から149日]
・豆乳飲料 麦芽コーヒー カロリー50％オフ [製造日から
179日]
・豆乳飲料 紅茶カロリー50％オフ [製造日から179日]

※画像はイメージです。

マルサンアイ株式会
社

一休.comまたはYahoo!トラベルにおける、愛知県岡崎市の
対象宿泊施設のオンライン予約時に利用できる割引クーポ
ンです。
※クーポンを利用して宿泊施設を予約するには、一休.com
またはYahoo!トラベルへのログインが必要です。

■内容
・割引クーポン：6,000円分
・対象宿泊施設所在地：愛知県岡崎市
・有効期限：1年～1年半
※寄付お申込みの時期により有効期限は異なります。

■ご利用の流れ
(1)寄付お申込み後、さとふるより割引クーポンコード・有効
期限が記載されたハガキを郵送します。ハガキ裏面のQR
コードから、対象宿泊施設をご確認ください。
(2)対象施設からご希望の宿泊施設を選び、割引クーポンを
ご利用の上、一休.comまたはYahoo!トラベルにてご予約くだ
さい。（必ず予約時に割引クーポンコードをご入力ください）

■注意事項
・有効期限を過ぎるとご利用いただけなくなります。また、
チェックアウト日が、有効期限を超えるご予約ではご利用い
ただけません。
・割引クーポンは、1回のご予約につき、1コードずつのご利
用となります。また、複数のご予約に分けて利用することは
できません。
・GoToトラベルキャンペーンを含む、他の割引クーポンとの
併用ができません。
・対象の宿泊施設は、寄付お申込みの時期により変更とな
る場合がございます。 対象宿泊施設一覧に記載がある宿
泊施設であっても、営業状況や予約状況により、希望の施
設を予約できない場合がございます。
・割引クーポンをYahoo!トラベルにてご利用いただく場合、
Yahoo!トラベル「宿泊予約」でのみご利用いただけます。「宿
泊予約(各社比較)」及び「ヤフーパック(宿泊+航空券)」では
ご利用いただけませんので、予めご了承ください。
・すでにご予約が完了している場合、後から割引クーポン
を適用することはできません。
・ご予約をキャンセルされた場合、ご利用いただいた割引
クーポンは即時返還され、有効期限内であれば別のご予約
で再度ご利用いただけます。
・割引クーポンをご利用にならなかった場合、現金による払
い戻しはできません。
・割引クーポンの券面額が予約金額を上回る場合であって
も、釣銭は出ません。
・割引クーポンコードは再発行できませんのでご注意くださ
い。

※画像はイメージです。

【1146753】
【愛知県岡崎市】一
休.com・Yahoo!トラベル
割引クーポン(6,000円分)

株式会社一休

【一休.com】 対象宿泊施設一覧
https://www.ikyu.com/ap/srch/CouponUsa
bleAccommodation.aspx?cmid=80114

【Yahoo!トラベル】 対象宿泊施設一覧
https://travel.yahoo.co.jp/coupons/80114

※対象となる宿泊施設は一休.comと

Yahoo!トラベルで異なります。
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【寄附金区分25,000円以上】

【1200038】
THE SCREW（鉄、ステン
レス15個セット）

古くからの伝統を受け継いでものづくりの街として発展した
岡崎は、現在でも多くの方が製造業に携わっています。そ
の伝統を継承してきた町工場で働く職人たちが考案した、重
厚感のある本格的鉄のおもちゃブロックです。ネジとブロッ
クが一つになっているため、想像力を働かせながら自在に
組み込むことで様々な形となります。お子様のおもちゃに、
大人にはテレビを見ながら、オフィスのオブジェとして、ご年
配の方の指先のトレーニングとして、ブロックをネジネジして
みてください!

■内容量
・プレート(直径約6㎝)/鉄
・ブロック(直径約15㎜、高さ約20㎜、内ネジ部約10㎜)/鉄10
個、ステンレス5個
ケース直径約8㎝ 高さ約10㎝ 総重量約350g

※画像はイメージです

有限会社ダイテッ
ク

【1200088】
みかわもち豚ロース各種
盛り合わせ（計3.18kg）

【配達外のエリア】離島

愛知県三河地域で健康に育った豚肉の中から、職人の目
利きで厳選に厳選を重ねた銘柄「みかわもち豚」。その中で
岡崎市の矢作畜産さんが丹精込めて育てた豚肉をご提供さ
せていただきます。独自の配合飼料を与えているので肉は
あっさりと臭みがなく、脂はじわっとした甘みのある味わいで
す。岡崎生まれ岡崎育ちの安心安全な豚肉を是非お試しく
ださい。

■内容量
みかわもち豚 ロース 計3.18kg
・しゃぶしゃぶ用1パック(計800g)
・テキカツ用1パック(計800g)
・スライス1パック(計800g)
・味噌漬け2パック(計780g)
■賞味期限:製造日から90日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです。

株式会社 深瀬
畜産

【1200102】
国内産ハゼの実蝋を
100%使用して作った＜伝
統工芸品 和ろうそく＞
かきつばた １本

松井本和蝋燭工房の和蝋燭はすべて手作りで、国内産ハ
ゼの木の実蝋を100%使用し、400年の伝統を誠実に継承し
た岡崎の郷土工芸品です。本和蝋燭は、地球にやさしい純
植物性の原料である木蝋(櫨の木の実を搾ったもの)を使用
しているため油煙が少なく、液だれもほとんどないため、安
全にお使いいただけます。また、風に吹かれても消えにくく
灯りが長持ちします。和ろうそくの切り口は、手作りの証であ
る年輪状になっていることが特徴です。

■内容量
・和ろうそく かきつばた (1本)
重さ:20匁、長さ:約194mm、直径:26mm

■原材料・成分・提供サービス詳細
ハゼの木の実蝋

※1本あたりの燃焼時間は約3～3.5時間です。
※画像はイメージです

松井本和蝋燭工
房

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1200999】
夢やまびこ豚のヒレカツ
と八丁味噌だれの詰め
合わせ

【配達外のエリア】離島,
北海道、沖縄県、東北、
中国、四国、九州

岡崎の新スポット”OTO RIVERSIDE TERRACE”で人気の、
こだわりとんかつ壱番屋のヒレカツです。愛知県産のブラン
ド豚「夢やまびこ豚」を使用しました。「夢やまびこ豚」は頭数
が少なく、その中でもヒレ肉はとれる量の少ない部位となり
ます。甘味みのある柔らかい豚肉を、上質な生パン粉で贅
沢なヒレカツに仕上げました。お好みで岡崎の八丁味噌を
使用した八丁味噌だれをつけてお召し上がり下さい。豚肉・
パン粉の「本物の味」を楽しんで頂く為に、とんかつ壱番屋
では良い食材にこだわり続けます。

■内容量
・夢やまびこ豚のヒレカツ 50g×8枚
・味噌カツのたれ 320g×１本
■消費期限:夢やまびこ豚のヒレカツ 製造日から4日
賞味期限:味噌カツのたれ 製造日より1年間

※本お礼品は、冷蔵製品のため、本お礼品が届きましたら
必ず冷蔵していただくようお願い致します。
※消費期限が製造日から４日となっておりますので、本お礼
品が届きましたらお早めに調理することをお願いいたしま
す。
※冷蔵便でのお届けになります。
※画像はイメージです。

株式会社まごころ

【1204003】
農家さんがこだわって育
てた岡崎産あいちのかお
り3kgと岡崎産こしひかり
3kgの味比べセット

あいちのかおりの特徴は、その名前にある通りの香りの良
さに加え程良い甘さを持ち、米粒の大きさは多くの品種の中
でも大粒なものとなります。食感はミネアサヒから受け継い
だ粘りを持ち、あっさりとした口当たりでくせが少なく、存在
感があって食べごたえのあるお米です。冷えても美味しいお
米なので、おにぎりや寿司、丼ものなどにも適合します。
コシヒカリの特徴は、しっかりとした旨みと粘りが特徴で、ツ
ヤも抜群。旨み・粘り・柔らかさ・香り・見た目すべてにおい
て優秀なお米です。農薬・化学肥料を極力減らして育てたお
米です。ぜひ2種類のお米の美味しさを堪能してみてくださ
い。
パッケージのデザインがかっこいいので、贈答用やギフト・
プレゼントにもおすすめです。

■内容量
・あいちのかおり 3kg×1袋
・こしひかり 3kg×1袋
■原材料・成分・提供サービス詳細
・精米
■消費期限：精米日から2ヵ月
■注意事項/その他
お米は直射日光を避け湿気の少ない涼しい場所にて保管

して下さい。鈴村米穀店は、冷蔵庫に入れておくことをおす
すめします。その場合は密閉容器（タッパーウェアー等）や
ペットボトルに入れて下さい。ペットボトルは密閉性も高く、
寝かせて保存することもできます。500mlのペットボトルの容
量は、ちょうど米3合分ですので、効率的です。1.5Lで9合、
2Lで12合です。あらかじめ計量しておいても便利です。残量
の確認も容易になります。暑い夏、効率的な保存方法を駆
使して、毎日おいしいお米を食べてみてください。

※画像はイメージです。

有限会社 鈴村
米穀店
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1205837】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション オニオン80リットル
ニットカバー付（ベー
ジュ）

カワイイたまねぎ型のカラダがスッポリと包まれるオニオンソ
ファ80リットルです。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかいニットカバーは、丸型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション オニオン80リットル ニットカバー付（ベー
ジュ） 1個
サイズ:W63×D63×H30cm 重量:約2.2kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバー：ポリエステル100％
中袋：ポリエステル100％
中材：発泡ポリスチレン（クレアビーズ）

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1205838】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション オニオン80リットル
ニットカバー付（チャコー
ルグレー）

カワイイたまねぎ型のカラダがスッポリと包まれるオニオンソ
ファ80リットルです。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかいニットカバーは、丸型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション オニオン80リットル ニットカバー付（チャ
コールグレー） 1個
サイズ:W63×D63×H30cm 重量:約2.2kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバー：ポリエステル100％
中袋：ポリエステル100％
中材：発泡ポリスチレン（クレアビーズ）

※色は、深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナル
チャコールグレーです。
※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1205841】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション プレミアムポトラ
100リットル ニットカバー
付（ベージュ）

大きくてゆったり座れる三角型のプレミアムポトラ100リットル
です。
背中までしっかり支えてくれるから、男性やごろ寝が大好き
な方にもオススメです。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかニットカバーは、三角型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション プレミアムポトラ100リットル ニットカバー
付（ベージュ） 1個
サイズ:W70×D95×H70cm 重量:約2.7kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバー：ポリエステル100％
中袋：ポリエステル100％
中材：発泡ポリスチレン（クレアビーズ）

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1205843】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション プレミアムポトラ
100リットル ニットカバー
付（チャコールグレー）

大きくてゆったり座れる三角型のプレミアムポトラ100リットル
です。
背中までしっかり支えてくれるから、男性やごろ寝が大好き
な方にもオススメです。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかニットカバーは、三角型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション プレミアムポトラ100リットル ニットカバー
付（チャコールグレー） 1個
サイズ:W70×D95×H70cm 重量:約2.7kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバー：ポリエステル100％
中袋：ポリエステル100％
中材：発泡ポリスチレン（クレアビーズ）

※色は、深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナル
チャコールグレーです。
※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1214001】
あさくまオリジナルお食
事券

ステーキのあさくま岡崎店でご利用いただける食事券です。
ステーキの中でも上質で脂身の少ない牛ヒレ肉150gのス
テーキに、あさくま人気のコーンスープやカレー・新鮮なサラ
ダ・デザートなどお好みの物をお好きなだけお召し上がりい
ただけるサラダバーとドリンクバーが付いています。

■内容量
・食事券1枚(2名様分)
■提供サービス情報
・テンダーロインステーキ150g
・サラダバー
・ドリンクバー
（各２名様分）
■使用期限：発送日から 1年
■注意事項／その他
・ドリンクバーにアルコール飲料は含まれません。
・繁忙期(お盆、お正月)には事前にご予約いただく事をお勧
め致します。
・お食事券は期限までに必ずご利用ください。期日を過ぎた
お食事券はご利用頂けません。

※画像はイメージです。

株式会社あさくま

【1215644】
oka-d-art 黒皮鉄板 250
×165 コットン袋付6点
セット 厚さ4.5mm×250×
165

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※250×165タイプ用の黒皮鉄板コットン袋+本革ハンドルカ
バー付き6点セットです。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/鉄板専
用ヘラ（大）/まな板兼鉄板敷き/コットン袋（大）/本革製ハン
ドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約250mm×約165mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になり
ます。
【重量】黒皮鉄板単品：約1.4kg、6点セット重量：約1.9kg
・コットン袋
【大きさ】約260mm×約360mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1215645】
oka-d-art 黒皮鉄板 A4
サイズ コットン袋付き6点
セット 厚さ4.5mm×220×
305

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※A4タイプ用(鉄板大きさ220mm×305mm)の黒皮鉄板コット
ン袋+本革ハンドルカバー付き6点セットです。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/鉄板専
用ヘラ（大）/まな板兼鉄板敷き/コットン袋（大）/本革製ハン
ドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約220mm×約305mmです。
※材料切断時の寸法なので曲げるとマイナス気味になりま
す。
【重量】黒皮鉄板単品：約2.4kg、6点セット重量：約2.5kg
・コットン袋
【大きさ】約260mm×約360mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

【1215646】
oka-d-art 黒皮鉄板 B6-
Lタイプ用 コットン袋6点
セット 極厚6mm×140×
190

スモールサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。スモールサイズ
の焚き火台などのソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※oka-d-art製B6-Lタイプ用の黒皮鉄板コットン袋付き6点
セットです。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/鉄板専
用ヘラ（中）/まな板兼鉄板敷き/コットン袋（小）/本革製ハン
ドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t6mm×約140mm×約190mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になり
ます。
【重量】黒皮鉄板単品：約1.3kg、6点セット重量：約1.5kg
・コットン袋
【大きさ】約180mm×約260mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

141 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1214464】
スカットウイルス除菌剤
500ml、アルコールスプ
レー50ml、アルコール
ジェル50ml C

除菌剤（500ml)、手指消毒剤（スプレータイプ50ml、ジェルタ
イプ50ml）の3種セットです。
除菌剤は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・消臭効果
のある除菌剤です。トイレや机・椅子などに噴霧しながらふ
き取る事で除菌、消臭、洗浄が出来ます。
アルコールスプレー・ジェルは、アルコール成分を75％含み
ますが、保湿成分ヒアルロン酸を配合したお肌にやさしい製
品となっています。スプレーは手指、スマホ、トイレ、ドアノブ
等に、ジェルは手指の消毒にお使いください。

■内容量
・スカットウイルス除菌剤[500ml×3本]

使用期限：製造日から2年
・スカットウイルスアルコール消毒スプレー[50ml×3本]

使用期限：製造日から3年
・スカットウイルスアルコール消毒ジェル[50ml×3本]

使用期限：製造日から3年

■注意事項/その他
・アルコールスプレー・ジェルについては、アルコール度が
75%あるため、容器の保管にはご注意ください。特に夏場に
おいては、容器の変形や引火する恐れがあるので必ずポ
ケットやバッグの中に保管してください。
・本品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エ
タノールの代替品として、手指消毒に使用できます。

※画像はイメージです。

株式会社エス・ア
イ・シー

【1215648】
oka-d-art 黒皮鉄板 250
×165用 コットン袋付き6
点セット 極厚6mm×250
×165

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※oka-d-art製250×165タイプ用の黒皮鉄板コットン袋+本
革ハンドルカバー付き6点セットです。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/鉄板専
用ヘラ（大）/まな板兼鉄板敷き/コットン袋（大）/本革製ハン
ドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t6mm×約250mm×約165mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になり
ます。
【重量】黒皮鉄板単品：約1.9kg、6点セット重量：約2.4kg
・コットン袋
【大きさ】約260mm×約360mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1214468】
スカットウイルス除菌剤
500ml、ヴイセブン犬猫
用、アルコールスプレー
50ml、ジェル50ml D

除菌剤（500ml)、犬猫用除菌剤(500ml)、手指消毒剤（スプ
レータイプ50ml、ジェルタイプ50ml）の4種セットです。
除菌剤は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・消臭効果
のある除菌剤です。トイレや机・椅子などに噴霧しながらふ
き取る事で除菌、消臭、洗浄が出来ます。
除菌剤（犬猫用）は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・
消臭効果のある除菌剤です。ペット周りの消臭、洗浄などご
使用ください。
アルコールスプレー・ジェルは、アルコール成分を75％含み
ますが、保湿成分ヒアルロン酸を配合したお肌にやさしい製
品となっています。スプレーは手指、スマホ、トイレ、ドアノブ
等に、ジェルは手指の消毒にお使いください。

■内容量
・スカットウイルス除菌剤[500ml×2本]

使用期限：製造日から2年
・ヴィセブン除菌剤(犬猫除菌剤)[500ml×1本]

使用期限：製造日から2年
・スカットウイルスアルコール消毒スプレー[50ml×3本]

使用期限：製造日から3年
・スカットウイルスアルコール消毒ジェル[50ml×3本]

使用期限：製造日から3年

■注意事項/その他
・アルコールスプレー・ジェルについては、アルコール度が
75%あるため、容器の保管にはご注意ください。特に夏場に
おいては、容器の変形や引火する恐れがあるので必ずポ
ケットやバッグの中に保管してください。
・本品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エ
タノールの代替品として、手指消毒に使用できます。

※画像はイメージです。

株式会社エス・ア
イ・シー

【1146900】
【岡崎市内墓地限定】お
墓参り・お墓掃除代行
サービス(1回分)

遠方に引っ越した、高齢になった等、様々な理由でお墓詣り
が困難になった方の代わりに、真心を込めてお掃除とお参
りを致します。

■お礼品内容
・お墓参り代行 （１区画 １回）
（墓石水洗い、区画内除草、周辺清掃、金具手入れ、画像

付メールによる作業完了報告）

■寄附お申込み後の流れ
1.大倉石材工業より【お墓参り代行申込書・サービス チケッ
ト】を送付いたします。
2.申込書の内容に必要事項をご記入いただき、同封の封筒
でサービスチケットとともに郵送にてご返送ください。
※確認後、こちらからご連絡し、作業日時、墓所の確認など
を行います。
3.ご返信いただいた申込書に基づき、お礼品の納品日をご
連絡致します。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。
申込書の返送期限:発送日より12ヶ月

■注意事項/その他
※サービス提供可能地域は、岡崎市内です。
※使用期限は、発送日から12ヶ月です。期限を過ぎた場
合、チケット記載の番号の確認ができない場合はサービス
の施行ができません。
※寄附の払い戻しは出来かねます。

※画像はイメージです。

大倉石材工業有
限会社
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1246623】
＜ぬかたのミネアサヒ＞
千万町・木下 ふるさと米
（精米）10kg（5kg×2袋）

岡崎市の標高約380m、清流乙川の水源に位置する千万
町・木下。
＜ぬかたのミネアサヒ＞千万町・木下 ふるさと米は、美しい
山里と清流で育まれた、色つやがよく、旨味が凝縮された冷
めてもおいしいお米です。
おにぎりや五平餅、お弁当のご飯や寿司飯などにもよく合い
ます。

■内容量
・＜ぬかたのミネアサヒ＞千万町・木下 ふるさと米[精米
10kg（5kg×2袋）]

■賞味期限
精米日より1か月

■注意事項/その他
・在庫が無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。
・高温多湿・直射日光の当たる場所は避けて涼しい場所に
保存してください。長期保管はなるべく避けて、お早目にお
召し上がりください。
・パッケージは予告なく変更することがございます。

※画像はイメージです。

ふるさと創造舎

【1249040】
リグロウッドワークス CC
カップ ホワイト(白) キャ
ンプ ギア アウトドア

首からぶら下げて使う、飲むまで置けない話題のカップ。捨
てられるはずだった端材から作られたアウトドアギアです。
お猪口やショットグラス代わりにおすすめで、お酒好きに
ぴったり。
無垢材を使用し、職人が手で加工しているため、1つ1つ違っ
た色味・木目・形状を楽しめます。

■内容量
・CCカップ (シーシーカップ) ホワイト(白)[1個]

■原材料・成分
・素材：トチ or カバ
（端材を使用しているため、タイミングにより異なります。）
・塗装：ウレタン塗装
・サイズ：長さ130mm～×径60mm
・容量：なみなみと注いで50ml

■注意事項/その他
・熱いお湯やお酒を注ぐ際に火傷にご注意ください。
・硬いタワシや磨き粉で洗わず柔らかいスポンジか手洗い
で洗って頂けますようお願いします。
・火の近くに置いたり、直接火にかけないでください。
・食洗機には対応しておりません。
・塗装の関係上、ウレタンの独特のにおいがしますが、品質
上、健康上問題はありません。
・着色料が強い飲み物を入れると色がついてしまう事があり
ますのでご注意ください。
・画像はイメージです。

岡崎製材株式会
社
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1253133】
oka-d-art 黒皮鉄板 薪
置き台 アイアン oka-d-
artロゴ入 焚き火 オカ
ディーアート

収納袋付き、oka-d-artロゴ入り黒皮鉄板の薪置き台です。
黒皮鉄板の「ブコツ」でちょっと重たいイメージが薪を置く台
にはもってこい。

■内容量
・薪置き台１セット
（薪置き台板：２枚）
（専用収納袋：１ケ）

■板の大きさ
・ 約 幅 ３５０ｍｍ×長さ ４００ｍｍ
・ 約 厚さ３．２ｍｍ
【展開して広げた状態】
・ 約 奥行き ３５０ｍｍ×横 ４７０ｍｍ×高さ ２５０ｍｍ
※個体差が有ります。

■重量
・約２６５０g
※耐荷重：約２０ｋｇ

■注意事項/その他
・日向に設置した際は鉄板が熱くなることが有りますので御
注意してください。
・長期間使用しない際は湿度の低い場所でビニール等で包
んで収納してください。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

【1265134】
喜になる木（木×似顔絵
×筆文字による創作アー
ト）オーダーチケット 一名
様（木材：小サイズ）

木の温もり・似顔絵の温かみ・印象的な筆文字による味わ
い。誕生日や結婚などのお祝いに。世界にたった一つの作
品です。

■内容量
・喜になる木（木×似顔絵×筆文字による創作アート）一名
様用オーダーチケット[1枚]
※使用期限：発行後から6ヶ月

■提供サービス
木材素性：岡崎市額田地区の間伐材
樹 種 ：天然ヒノキ
似顔絵 ：1名様（バストアップ）
筆文字 ：伝えたい言葉やお名前などご希望に合わせます

■寄附お申し込み後の流れ
1.似顔絵＆デザイン タケまるより申込書を送付いたしま
す。
2.申込書の内容をご確認・ご記入いただき、同封のQRコード
またはメールアドレスにご返信下さい。
3.ご返信いただいた申込書に基づき、お礼品をお届けいたし
ます。※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けができ
ません。

■注意事項/その他
・木材のカットから完全ハンドメイドにて制作するため、納期
にゆとりを持ってオーダーください。
・色味や形など、一点一点個体差があります。
・経年により木材の色味が少しずつ濃くなるような変化をし
ます。
※画像はイメージです。

似顔絵＆デザイ
ン タケまる
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1262470】
おかざき楽の湯 全日入
泉券10枚

岡崎市内のスーパー銭湯「おかざき 楽の湯」の入泉券10枚
セット。JR「岡崎駅」より徒歩15分ほどに位置し、無料駐車
場（200台）も完備しています。
自慢の大庭園露天風呂をはじめ、開放感満天の中5種のお
湯を楽しむことができる楽の湯。内風呂では高濃度炭酸泉
や各種アイテムバス、大型スタジアム湿式サウナとスチー
ム塩サウナの2種類のサウナを完備し、内風呂も存分に楽
しめます。
また、入泉料のみで「コミック1万冊」「フィットネスコーナー」
「リクライナーコーナー」「屋外大型子供広場」「フリーWi-Fi」
等を無料でご利用可能です。

■内容量
・おかざき楽の湯[全日入泉券10枚]

■注意事項/その他
※寄付お申し込み後、おかざき楽の湯よりチケットを送付し
ます。
※ご予約は必要ありません。ご到着時にフロントにお渡しく
ださい。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ナカシ
ロ

【1277044】
【ハナロロ】メガオニオン
360L専用ニットカバー
（ベージュ）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・メガオニオン360L専用ニットカバー（ベージュ）[１個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（ベージュ）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※メガオニオン360L本体は、別お礼品【1215118】または
【1215119】（90,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1277047】
【ハナロロ】メガオニオン
360L専用ニットカバー
（チャコールグレー）

おうちでお洗濯OK。肌ざわりの良く、適度な伸びのあるの
ニットカバーです。 「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレ
にシンプルライフをはじめましょう。

■内容量
・メガオニオン360L専用ニットカバー（チャコールグレー）[１
個]

■原材料・成分
ポリエステル100%

■注意事項/その他
※カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流
で洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。
※使用感には個人差があります。

※画像はイメージです。実際にお届けするのは専用カバー
（チャコールグレー）のみとなります。

※こちらの製品はカバーのみになります。
※メガオニオン360L本体は、別お礼品【1215118】または
【1215119】（90,000円）でお申込みいただけます。

ハナロロ

【1277739】
葵生はちみつ（Gift Box)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵生はちみつ（Gift Box）[170ｇ×3]

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園
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【寄附金区分25,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1277742】
葵生はちみつ(Gift Set＆
Present Box)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵生はちみつ（Gift Set）[200ｇ×2] 1個
・葵生はちみつ（Present Box）[25ｇ×3] 1個

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園

「ドクター・ジャズ」として親しまれた、岡崎市出身の外科医
内田氏（平成28年永眠）から寄贈を受けたジャズコレクショ
ンから、貴重な所蔵音源を収録したCD2枚と、CD付きBOOK
「クロニクル」のセットをお届けします。

■お礼品の内容
・内田修ジャズコレクション（CD人物編＆クロニクルセット）
[CD２枚、CD付きBOOK「クロニクル」１冊]

【CD人物Vol.1 高柳昌行】全7曲(全体演奏時間57分32秒)
日本のモダン・ジャズ草創期からオリジナリティを追求したギ
タリスト、高柳昌行氏。彼と深い友情で結ばれていた渡辺貞
夫氏との貴重な音源を中心に、日本のジャズの大きな足跡
を紹介します。

【CD人物Vol.2 宮沢昭】全9曲(全体演奏時間57分46秒)
20世紀を駆け抜けたサックス奏者宮沢昭氏のオリジナル曲
を通じて、日本のジャズの底力を伝えます。名盤「マイ・ピッ
コロ」前夜にドクターズ・スタジオで繰り広げたリハーサルも
収録。

【CD付きBOOK「クロニクル」】
内田氏と親交の厚いミュージシャンの証言、関係者の対談
及びプライベートテープ目録等を取りまとめた冊子と、プライ
ベートテープから厳選したCDがセットになった一冊。

■注意事項/その他
・「人物VOL.1 高柳昌行」に関しましては、実験的・前衛的な
演奏を含んでおり、お聴き苦しく感じられる箇所があります。

※画像はイメージです。

【1271146】
内田修ジャズコレクション
（CD人物編＆クロニクル
セット）

岡崎市役所 生涯
学習課
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【寄附金区分30,000円以上】

【1109752】
防災ヘルメット まもりく
ん（オレンジ3個）

ヘルメットにはLEDライト、呼子笛、軍手、マスクを装着して
おり、頭頂部には蓄光テープがついているため停電時に光
ります。またフック穴もついていますので、任意の場所にフッ
クを取り付けたり、取り外したりすることが出来ます。

■内容量
・防災ヘルメット(オレンジ) 3個
■原材料・成分・提供サービス詳細
重さ:395g
サイズ:55cm～61cm(サイズ調整可能)

高さ135cm×幅235cm×奥行300m(つば、突起含む)
付属品:LEDライト(電池付き)、呼子笛(アルミ製)、マスク(不
織布)、軍手(Mサイズ)
■注意事項/その他
LEDライトの乾電池は自然放電しますので、点灯を確認し適
宜交換をしてください。

※画像はイメージです

有限会社石原ライ
ト工業所

【1109753】
防災ヘルメット まもりく
ん（ホワイト3個）

ヘルメットにはLEDライト、呼子笛、軍手、マスクを装着して
おり、頭頂部には蓄光テープがついているため停電時に光
ります。またフック穴もついていますので、任意の場所にフッ
クを取り付けたり、取り外したりすることが出来ます。

■内容量
・防災ヘルメット(ホワイト) 3個
■原材料・成分・提供サービス詳細
重さ:395g
サイズ:55cm～61cm(サイズ調整可能)

高さ135cm×幅235cm×奥行300m(つば、突起含む)
付属品:LEDライト(電池付き)、呼子笛(アルミ製)、マスク(不
織布)、軍手(Mサイズ)
■注意事項/その他
LEDライトの乾電池は自然放電しますので、点灯を確認し適
宜交換をしてください。

※画像はイメージです

有限会社石原ライ
ト工業所

【1200682】
直営巴山牧場産 三河
牛（黒毛和種）A5等級 モ
モすき焼き用 1kg

【配達外のエリア】離島

髙橋精肉店直営「巴山牧場」で、おいしい空気・きれいな水・
安全な飼料を使用して、約20か月間大切に大切に育てまし
た。

■内容量
・三河牛(黒毛和種)A5等級 モモすき焼き用 1kg
■賞味期限:発送日より(冷凍)30日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです。

株式会社髙橋精肉
店

【1200411】
東海オンエアコラボ キブ
サチ東海八丁台湾らー
めん・岡崎餃子セット

【配達外のエリア】離島

2018年 全国ふるさと甲子園で岡崎市グランプリ受賞！「ご
はん・パン・麺類部門」で1位に輝いた、あの東海オンエアコ
ラボメニュー「キブサチ東海八丁台湾らーめん」とキブサチ
オリジナル「岡崎餃子」のセットをお届けします。らーめん、
味噌餃子、ミンチそれぞれに岡崎の老舗「まるや八丁味噌」
さんの伝統製法で作られた八丁味噌「燻製味噌」をふんだ
んに使い、コクと旨みを引き出しました。東海オンエアコラボ
のオリジナル白どんぶりとともに岡崎感をお楽しみください。

■内容量
・キブサチ東海八丁台湾らーめん：4食分（専用麺130ｇ×４
玉・スープ300ｃｃ×４個・トッピングミンチ 70ｇ×４個・ オリジ
ナルラー油 15ｃｃ×４）
・キブサチ 岡崎餃子セット（岡崎餃子（プレーン）20g×18
個、岡崎餃子（味噌）20g×18個、紫蘇チーズ棒餃子30g×
10個）
・味噌ミンチ 500ｇ
・東海オンエアコラボどんぶり×１個
■賞味期限：製造日より60日

※クール便(冷凍)
※画像はイメージです。

ペガサスクラブ株
式会社（キブサチラ
ボ）

画像 業者名商品名

受付期間外
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1201709】
心と地球を癒やすリキッ
ドアイスコーヒー(無糖
1L×10本)

樹の香で人気の夏季限定アイスコーヒーです。
冷やしてそのままお飲みいただけます。
カフェオレやコーヒーゼリーにしても美味しくお召し上がりい
ただけます。

■内容量
・リキッドアイス珈琲(無糖) 1リットル×10本
■賞味期限：製造日から180日

※画像はイメージです。

自家焙煎珈琲豆専
門店 樹の香

【1203527】
岡崎産みかげ石の『岡崎
コースター』（2枚セット）

岡崎市で採石された「花崗石」（みかげいし）を加工したコー
スターです。石の都岡崎を代表する宇寿石を使用いたしまし
た。岡崎市の市花「桜」と徳川家康生誕の地、岡崎市ならで
はの「徳川葵の紋」を表面に彫り込んでいます。来客時に本
品を使用することで、岡崎桜まつりや家康行列など、岡崎な
らではの話題のきっかけになればと、普段使いのできるコー
スターを制作いたしました。重厚な高級感のある仕上がりと
なっておりますので、大切な方へのおもてなしに利用頂けれ
ば幸いです。また、お部屋のインテリア、飾り物などにも使
用いただけます。そして、記念日やお祝いの贈り物、お返し
の品、国内外の方へのお土産などにもご利用ください。

■内容量
・岡崎コースター ２枚
■原材料・成分・提供サービス詳細
・石種：宇寿石(うすいし)
・材質：岡崎産花崗石 (みかげいし)

サイズ 87mm x 87mm 厚み 10mm
重量 230g

※画像はイメージです。

岡崎石工業株式会
社

【1203592】
STONE『ひんやり』MAT

夏は、みかげ石の持つひんやりした状態を保った状態で使
用することが出来ます。冬はSTONE-MATの上に毛布など
を敷くことで、みかげ石の持つ保温力も持続します。通年使
用することができますので、是非ご利用ください。また、ペッ
トの大きさにあわせSTONE-MATを数枚組み合わせて使用
することも可能です。STONE-MATは全面を磨き仕上げを施
しているため、汚れが付いても簡単に拭き取ることができま
す。汚れがつくと石色に変化が生じ薄黒く変色してしまいま
すが、特に害はありません。消毒液などで拭いていただくと
一層清潔に保つことができます。また、安全を配慮し面取り
加工を施しておりますので、角のとんがり等はありません。

■内容量
・STONE『ひんやり』MAT (ペット用ひんやりマット) １枚
■原材料・成分・提供サービス詳細
・みかげ石(中国産)
サイズ：300mmx210mm 厚み：18mm 重量：3kg

※画像はイメージです。

岡崎石工業株式会
社

受付期間外
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1204879】
万年筆・文具の店 PEN'S
ALLEY Takeuchi オリジ
ナル多機能ペン 『君子
の執筆』

乱世の世を治め、260年に及ぶ泰平の世を築いた徳川家康
公、彼を育み成長させた岡崎城、そして天下の泰平を祝う
岡崎の花火。
岡崎市を代表する３つのシンボルを、日本の伝統工芸であ
る蒔絵を現代技術で表現した優美蒔絵で色鮮やかに美しく
描いた多機能ボールペンです。
岡崎の花火の中心に描かれた葵の御紋は、葉脈の無いも
のにこだわりました。
機能内容は、黒・赤のボールペン+0.5mm芯のシャープペン
シル。
ボールペンと共に入っている家康公の格言は、徳川家康公
検定の監修者の下、和文と英文で表記してあります。
特別なボールペンを特別なパッケージにてご用意しておりま
す。
構想から完成まで数年を要したペンズアレイタケウチの自
信作をぜひお手元に。

■内容量
・優美蒔絵 多機能ペン『君子の執筆』 １本
・家康公の格言 1枚

※画像はイメージです。

ペンズアレイタケウ
チ

【1204794】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション オニオンソファ80
リットル レザーカバー
セット(アイボリー)

肌ざわりなめらかな国産高級合皮レザーのオニオンソファで
す。レザーカバーを外してビーズの補充も可能。しっとりとな
めらかなレザーでお部屋の雰囲気をグレードアップ！
汚れてもすぐ拭き取れるお手入れ簡単なレザーカバータイ
プのオニオンソファ80リットルです。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、みなさまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション オニオンソファ80リットル レザーカバー
セット(アイボリー) 1個
サイズ:W63cm×D63cm×H30cm 重量:約2.2kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバーリング：国産PVCレザー
※本お礼品は本革ではございません。
本体：ポリエステル100%
中材：クレアビーズ（発泡ポリスチレン）

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1205834】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション スタイリスオニオ
ン80リットル （チャコール
グレー）

SNSで人気の～毎日を特別にする～人と暮らしになじむクッ
ション
ナチュラルやモノトーンインテリア、北欧テイストのインテリア
にも合わせやすい、綿麻織物のような見た目のスタイリスレ
ザーカバータイプのオニオン80リットルです。ソファのない暮
らしでお部屋をオシャレにシンプルライフ。大きめの取っ手
で移動も楽チンです。
次亜塩素酸スプレー対応の素材は拭き掃除ができるのでお
手入れもとても簡単です。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション スタイリスオニオン80リットル （チャコー
ルグレー） 1個
サイズ:W63×D63×H30cm 重量:約2.2kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバーリング：国産PVCレザー
※本お礼品は本革ではございません。
本体：ポリエステル100%
中材：クレアビーズ（発泡ポリスチレン）

※色は、深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナル
チャコールグレーです。
※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1205833】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション スタイリスオニオ
ン80リットル （ホワイト
ベージュ）

SNSで人気の～毎日を特別にする～人と暮らしになじむクッ
ション
ナチュラルや北欧テイストのインテリアにも合わせやすい、
肌触りの良い綿麻織物のような見た目のスタイリスレザーカ
バータイプのビーズクッション。
体になじみ、お部屋にもなじむビーズクッションです。
大きめの取っ手が付いているので、お掃除や移動も楽チン
です。また次亜塩素酸やアルコールスプレー対応のレザー
素材で拭き掃除ができるのでお手入れもとても簡単です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション スタイリスオニオン80リットル （ホワイト
ベージュ） 1個
サイズ:W63×D63×H30cm 重量:約2.2kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバーリング：国産PVCレザー
※本お礼品は本革ではございません。
本体：ポリエステル100%
中材：クレアビーズ（発泡ポリスチレン）

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1208664】
国内産ハゼの実蝋を
100%使用して作った＜伝
統工芸品 和ろうそく＞
ダルマ40本入り 全工程
手作り

松井本和蝋燭工房の和蝋燭はすべて手作りで、国内産ハ
ゼの木の実蝋を100%使用し、400年の伝統を誠実に継承し
た岡崎の郷土工芸品です。本和蝋燭は、地球にやさしい純
植物性の原料である木蝋(ハゼの木の実を搾ったもの)を使
用しているため油煙が少なく、液だれもほとんどありませ
ん。また、風に吹かれても消えにくく灯りが長持ちします。和
ろうそくの切り口は、手作りの証しである年輪状になってい
ることが特徴です。

■内容量
・和ろうそく ダルマ 40本、(長さ：約78mm・直径約12mm)
■原材料・成分・提供サービス詳細
・ハゼの木の実蝋

※画像はイメージです。

松井本和蝋燭工房

【1200677】
三河牛（黒毛和種）A5等
級 さんかくバラ焼肉用
830ｇ

【申込受付期間】
～2022年5月31日

【配達外のエリア】離島

髙橋精肉店直営「巴山牧場」で、きれいな空気・おいしい水・
安全な飼料を使用して、約20か月間大事に育てました。

■内容量
・三河牛(黒毛和種) さんかくバラ焼肉用 A5等級 830g
■賞味期限:発送日より30日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです。

株式会社髙橋精肉
店
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1215649】
oka-d-art 黒皮鉄板 A4
サイズ コットン袋付き6点
セット 極厚6mm×220mm
×305mm

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※oka-d-art製A4タイプ用(鉄板大きさ220mm×305mm)の黒
皮鉄板コットン袋+本革ハンドルカバー付き6点セットです。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/ステンレス製ショートハンドル/鉄板専
用ヘラ（大）/まな板兼鉄板敷き/コットン袋（大）/本革製ハン
ドルカバー（オレンジ） １セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t6mm×約220mm×約305mm
※材料切断時の寸法のため、曲げるとマイナス気味になり
ます。
【重量】黒皮鉄板単品：約3.1kg、6点セット重量：約3.2kg
・コットン袋
【コットンの大きさ】約260mm×約360mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1215653】
oka-d-art 黒皮鉄板 ラー
ジメスティン用 ステンレ
ス蓋6点セット t4.5×120
×175

ラージメスティン用の黒皮鉄板（穴有り）など6点セットです。
IHでも御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※oka-d-art製黒皮鉄板スモールサイズのラージメスティン
用ステンレス製蓋付き黒皮鉄板（穴有り）など合計6点セット
です。
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中
に収納できます。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/鉄板専用ヘラ（中）/鉄板敷き兼まな板
/ステンレス製蓋/ステンレス製ショートハンドル/革製ハンド
ルカバー（オレンジ） １セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さと大きさ】t4.5mm×約120mm×約175mm
【重量】黒皮鉄板単品：約690g、6点セット重量：約1.4kg
・ステンレス製蓋
【大きさと重量】t1mm×85mm×140mm×高さ40mm:、重量
約220g
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1257025】
ナイトグラス クリアジャ
ケット

夜専用「ナイトグラス」。対向車のヘッドライトやナイター照明
などの眩しさを抑えながら、夜の視力低下をアシストします。
また、視界が悪く光が散乱しやすい雨の日や、眩しい光の
中ではっきりと対象物を捉えたい時にも効果を発揮。

※「ナイトグラス クリアジャケット」はお持ちのメガネに装着
するタイプです。フレーム付きのものは、寄付区分35,000円
の「ナイトグラス スマートタイプ」をお求めください。

■内容量
・ナイトグラス クリアジャケット[本体15g（包装53g×1個）]
・収納ケース1個

■原材料・成分
レンズ：屈折率1.60非球面 ハードマルチコート

■注意事項/その他
※画像はイメージです。メガネは付属しておりません。お届
けするのはクリアジャケット(レンズ)と収納ケース各1点のみ
です。

東海光学株式会社

【1215656】
oka-d-art 黒皮鉄板 B6-
Lタイプ ステンレス蓋6点
セット 厚さ4.5mm×140×
190

スモールサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。B6サイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※oka-d-art製黒皮鉄板スモールサイズのLタイプ用ステン
レス製蓋付き黒皮鉄板（穴有り）など合計6点セットです。
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中
に収納できます。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/鉄板専用ヘラ（中）/鉄板敷き兼まな板
/ステンレス製蓋/ステンレス製ショートハンドル/革製ハンド
ルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さと大きさ】t4.5mm×約140mm×約190mm
【重量】黒皮鉄板単品：約1kg・6点セット重量：約2kg
・ステンレス製蓋
【大きさと重量】t1mm×95mm×145mm×高さ40mm、重量
約300g
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1261520】
ひとつ上の豆乳200ml よ
りどり３ケース（成分無調
整・紅茶・白桃）計72本

国産プレミアム大豆を使用した「ひとつ上の豆乳」の成分無
調整・紅茶味・白桃味のセット製品です。

紅茶味 ：「ダージリン」「ウバ」「アッサム」の３種類の紅茶を
オリジナルでブレンドし、それぞれの茶葉の抽出温度、カット
の方法にもこだわり、良さを引き出しています。
白桃味 ： 国産の白桃果汁使用。白桃のジューシーな甘み、
ほんのりと感じる爽やかな酸味、芳醇な白桃の香りが楽し
めます。

■内容量
・ひとつ上の豆乳 成分無調整[200ml×24本]
・ひとつ上の豆乳 豆乳飲料 紅茶[200ml×24本]
・ひとつ上の豆乳 豆乳飲料 白桃[200ml×24本]

■賞味期限
・いずれも製造日から179日

※画像はイメージです。

マルサンアイ株式
会社

【1262471】
おかざき楽の湯 全日入
泉券12枚

岡崎市内のスーパー銭湯「おかざき 楽の湯」の入泉券12枚
セット。JR「岡崎駅」より徒歩15分ほどに位置し、無料駐車
場（200台）も完備しています。
自慢の大庭園露天風呂をはじめ、開放感満天の中5種のお
湯を楽しむことができる楽の湯。内風呂では高濃度炭酸泉
や各種アイテムバス、大型スタジアム湿式サウナとスチー
ム塩サウナの2種類のサウナを完備し、内風呂も存分に楽
しめます。
また、入泉料のみで「コミック1万冊」「フィットネスコーナー」
「リクライナーコーナー」「屋外大型子供広場」「フリーWi-Fi」
等を無料でご利用可能です。

■内容量
・おかざき楽の湯[全日入泉券12枚]

■注意事項/その他
※寄付お申し込み後、おかざき楽の湯よりチケットを送付し
ます。
※ご予約は必要ありません。ご到着時にフロントにお渡しく
ださい。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ナカシロ
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1277743】
葵生はちみつ(Gift Box＆
Present Box)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵生はちみつ（Gift Box）[170ｇ×3] 1個
・葵生はちみつ（Present Box）[25ｇ×3] 1個

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂蜜
園

【1277744】
葵クローバー生はちみつ
(１本瓶)＆葵生はちみつ
(Gift Set)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵クローバー生はちみつ（１本瓶）[280ｇ] 1個
・葵生はちみつ（Gift Set）[200ｇ×2] 1個

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂蜜
園
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1146754】
【愛知県岡崎市】一
休.com・Yahoo!トラベル
割引クーポン(9,000円分)

一休.comまたはYahoo!トラベルにおける、愛知県岡崎市の
対象宿泊施設のオンライン予約時に利用できる割引クーポ
ンです。
※クーポンを利用して宿泊施設を予約するには、一休.com
またはYahoo!トラベルへのログインが必要です。

■内容
・割引クーポン：9,000円分
・対象宿泊施設所在地：愛知県岡崎市
・有効期限：1年～1年半
※寄付お申込みの時期により有効期限は異なります。

■ご利用の流れ
(1)寄付お申込み後、さとふるより割引クーポンコード・有効
期限が記載されたハガキを郵送します。ハガキ裏面のQR
コードから、対象宿泊施設をご確認ください。
(2)対象施設からご希望の宿泊施設を選び、割引クーポンを
ご利用の上、一休.comまたはYahoo!トラベルにてご予約くだ
さい。（必ず予約時に割引クーポンコードをご入力ください）

■注意事項
・有効期限を過ぎるとご利用いただけなくなります。また、
チェックアウト日が、有効期限を超えるご予約ではご利用い
ただけません。
・割引クーポンは、1回のご予約につき、1コードずつのご利
用となります。また、複数のご予約に分けて利用することは
できません。
・GoToトラベルキャンペーンを含む、他の割引クーポンとの
併用ができません。
・対象の宿泊施設は、寄付お申込みの時期により変更とな
る場合がございます。 対象宿泊施設一覧に記載がある宿
泊施設であっても、営業状況や予約状況により、希望の施
設を予約できない場合がございます。
・割引クーポンをYahoo!トラベルにてご利用いただく場合、
Yahoo!トラベル「宿泊予約」でのみご利用いただけます。「宿
泊予約(各社比較)」及び「ヤフーパック(宿泊+航空券)」では
ご利用いただけませんので、予めご了承ください。
・すでにご予約が完了している場合、後から割引クーポン
を適用することはできません。
・ご予約をキャンセルされた場合、ご利用いただいた割引
クーポンは即時返還され、有効期限内であれば別のご予約
で再度ご利用いただけます。
・割引クーポンをご利用にならなかった場合、現金による払
い戻しはできません。
・割引クーポンの券面額が予約金額を上回る場合であって
も、釣銭は出ません。
・割引クーポンコードは再発行できませんのでご注意くださ
い。

※画像はイメージです。

株式会社一休

【一休.com】 対象宿泊施設一覧
https://www.ikyu.com/ap/srch/CouponUs
ableAccommodation.aspx?cmid=80115

【Yahoo!トラベル】 対象宿泊施設一覧
https://travel.yahoo.co.jp/coupons/80115

※対象となる宿泊施設は一休.comと

Yahoo!トラベルで異なります。
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【寄附金区分30,000円以上】

画像 業者名商品名

【1289398】
【石の置物】ふくろう

玄関先やリビングに置ける石の置物。目には天然石のオニ
キスが入っています。
「ふくろう」は古来縁起の良い鳥とされており、森の賢者、目
先の利く鳥と言われ学業成就や商売繁盛にご利益があると
言われています。
また、語呂合わせで「不苦労」･･･苦労がない。「福来」･･･服
が来る。「福老」･･･幸福に年を重ねる。
などなど・・・。「福」を届けてくれます。

■内容量
・【ちいさい石の置物】ふくろう[1個]

■原材料・成分
岡崎産御影石
・サイズ 約高さ8.5cm×巾6cm×奥行6cm
・重量 0.5kg

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

石嶽石工業 有限
会社

【1286824】
oka-d-art 黒皮鉄板 250
角用 トートバック袋付6点
セット厚さ4.5mm×250×
250

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※250角用(鉄板大きさ250mm×250mm)の黒皮鉄板トート
バック収納袋+本革ハンドルカバー付き6点セットです。

■内容量
・黒皮鉄板/ステンレス製Sハンドル/鉄板専用ヘラ/まな板
兼鉄板敷き/トートバック/本革製ハンドルカバー[6点セット]

■製品規格
【黒皮鉄板の厚さとサイズ】
t4.5mm×約250mm×約250mm(材料切断時の寸法なので
曲げるとマイナス気味になります。)
【黒皮鉄板の重量】
黒皮鉄板単品:約2.2kg 6点セット:約2.9kg
【トートバックの大きさ】
約330mm×約370mm

■注意事項/その他
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分35,000円以上】

【1200090】
みかわもち豚ロース各種
ハム・ソーセージ盛り合
わせ

【配達外のエリア】離島

愛知県三河地域で健康に育った豚肉の中から、職人の目
利きで厳選に厳選を重ねた銘柄「みかわもち豚」。その中で
岡崎市の矢作畜産さんが丹精込めて育てた豚肉をご提供さ
せていただきます。独自の配合飼料を与えているので肉は
あっさりと臭みがなく、脂はじわっとした甘みのある味わいで
す。岡崎生まれ岡崎育ちの安心安全な豚肉を是非お試しく
ださい。

■内容量
・みかわもち豚ロース
しゃぶしゃぶ用1パック(計600g)
テキカツ用1パック(計600g)
スライス1パック(計750g)
味噌漬け2パック(計780g)

・みかわもち豚ウインナー 2パック(計280g)
・みかわもち豚フランクフルト 1パック(計160g)
・みかわもち豚ロースハム 2パック(計約400g)
・みかわもち豚ベーコン 1パック(計約200g)
■賞味期限:製造日から90日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです。

株式会社深瀬畜
産

【1205008】
フルフェイスガード まも
りくん 防災ヘルメットま
もりくんのハンモックを使
用し加工 10個セット

防災ヘルメットまもりくんのハンモックを使用し、帽子感覚で
脱着が簡単、且つサイズ調整が出来ます。
より安定しているので、装着時や長時間の使用時に負担が
少ないです。（頭囲 53センチ～59センチ）
眼鏡をかけても、フェイスシートが当たらない様に余裕をも
たせてあります。保護シートをはがしてクリアーな視界でご
使用ください。

■内容量
・フルフェイスガード 10個入り
■原材料・成分・提供サービス詳細
重さ：1個 107グラム、頭囲：53cm～59cm

※画像はイメージです。

有限会社石原ラ
イト工業所

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1213425】
可動式マウスガード 50
個セット

装着した状態で飲食のできるマウスガード。マウスガード、
ガード台、耳掛紐で構成されています。ガード台にマウス
ガードをセットし簡単に組み立てられます。耳掛紐をガード
本体に引っ掛け、強弱の調節が簡単に出来ます。

■内容量
・可動式マウスガード1式 1箱50個セット
（マウスガード、耳掛ゴム紐（2本）、ガード台）
■原材料・成分・提供サービス情報
・可動式マウスガード：PETクリアーシート
・ ガード台：軟質ポリエチレン成形加工品
・ 耳掛紐：ゴム紐
■注意事項／その他
・マウスガードのクリアーシートが汚れたときは傷つきやす
いので水洗いし柔らかい布等で拭いてください。
・ゴム紐は鉱物油など付着すると劣化します。

※画像はイメージです。

有限会社石原ラ
イト工業所

【1211073】
ドライヘッドスパ・エステ
仙豆のちから岡崎エルエ
ル店 ペア割60分チケッ
ト

ヘッドヒーリングスパ協会「ヘッドエキスパート」が行う一流
の施術は、今まで体感した事のない睡眠を味わえます。水
を使わないので仕事帰りや買い物帰りに気軽にご利用出来
ますよ。
仙豆のちから岡崎エルエル店の施術内容は頭痛や眼の疲
れに対するサポートはもちろん心身ともに美しく健康に！芯
からのリラクゼーションをご体験下さい。
◆こだわり情報
夜20時以降も受付OK／当日受付OK／2名以上の利用OK
／個室あり／駐車場あり／2回目以降特典あり／朝10時前
でも受付OK／女性スタッフ在籍／完全予約制／指名予約
OK／ショッピングモール内／ドリンクサービスあり／リクライ
ニングチェア／メイクルームあり／着替えあり／アメニティま
たはコスメが充実
◆コース内容
なかなか取れない疲れを改善したい！と皆様のご要望から
生まれた頭、首、肩を中心にデコルテのほぐしが付いたコー
スです！
体が重い、寝た気がしない、これは脳疲労からしっかりと深
い睡眠が取れない為、疲労回復が出来ない事が原因です。
仙豆のちからでは 脳に心地よく伝わる上質のタッチング
で、硬い頭皮、お辛い箇所を少しずつゆるめるお手伝いをさ
せていただきます。

■内容量
・ドライヘッドスパチケット ペア60分 1枚
■チケットについて
・寄付お申し込み受付後、仙豆のちから岡崎エルエル店より
チケットを送付致します。
・チケットの有効期限は発行日より2年です。
・必ずお電話にてご予約を取ってからご来店下さいませ。
・ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございま
す。
・チケットは必ずお持ち下さい。ご持参なしの場合、事由に
関わらず、サービスの提供が出来ませんのでご了承下さ
い。
・チケットは期限迄に必ずご利用下さい。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
・チケットの払い戻しなどは出来ません。
・換金は不可となります。
・遅刻をされる場合は必ずご連絡下さい。（遅刻時間により
コースが変更になる場合がございます）10分以上の遅刻で
キャンセル扱いとさせていただきます。

※画像はイメージです。

仙豆のちから岡
崎エルエル店
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1215658】
oka-d-art 黒皮鉄板 A4
サイズ ステンレス蓋付き
6点セット 厚さ4.5mm×
220×305

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※ミドルサイズA4用のステンレス製蓋（蓋高さノーマルタイ
プ40mm）付き黒皮鉄板など合計6点セットです。
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中
にコンパクトに収納できます。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/鉄板専用ヘラ（大）/鉄板敷き兼まな板
/ステンレス製蓋/ステンレス製ショートハンドル/革製ハンド
ルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さと大きさ】t4.5mm×約220mm×約305mm
【重量】黒皮鉄板単品：約2.4kg・6点セット重量：約3.6kg
・ステンレス製蓋
【大きさと重量】t1mm×175mm×260mm×高さ40mm、重量
約600g
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1214469】
スカットウイルス除菌剤
500ml、アルコールスプ
レー50ml、アルコール
ジェル50ml E

除菌剤（500ml)、手指消毒剤（スプレータイプ50ml、ジェルタ
イプ50ml）の3種セットです。
除菌剤は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・消臭効果
のある除菌剤です。トイレや机・椅子などに噴霧しながらふ
き取る事で除菌、消臭、洗浄が出来ます。
アルコールスプレー・ジェルは、アルコール成分を75％含み
ますが、保湿成分ヒアルロン酸を配合したお肌にやさしい製
品となっています。スプレーは手指、スマホ、トイレ、ドアノブ
等に、ジェルは手指の消毒にお使いください。

■内容量
・スカットウイルス除菌剤[500ml×4本]

使用期限：製造日から2年
・スカットウイルスアルコール消毒スプレー[50ml×5本]

使用期限：製造日から3年
・スカットウイルスアルコール消毒ジェル[50ml×5本]

使用期限：製造日から3年

■注意事項/その他
・アルコールスプレー・ジェルについては、アルコール度が
75%あるため、容器の保管にはご注意ください。特に夏場に
おいては、容器の変形や引火する恐れがあるので必ずポ
ケットやバッグの中に保管してください。
・本品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エ
タノールの代替品として、手指消毒に使用できます。

※画像はイメージです。

株式会社エス・ア
イ・シー

【1215672】
oka-d-art 黒皮鉄板 250
×165用 ステンレス蓋付
6点セット 極厚6mm×250
×165

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※ミドルサイズのステンレス製蓋付き黒皮鉄板など合計6点
セットです。
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中
にコンパクトに収納できます。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/鉄板専用ヘラ（大）/鉄板敷き兼まな板
/ステンレス製蓋/ステンレス製ショートハンドル/革製ハンド
ルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さと大きさ】t6mm×約250mm×約165mm
【重量】黒皮鉄板単品：約1.9kg・6点セット重量：約3.2kg
・ステンレス製蓋
【大きさと重量】t1mm×205mm×120mm×高さ40mm、重量
約400g
■注意事項／その他

・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1225384】
【ララシャンス岡崎迎賓
館】結婚式・挙式料1万円
優待チケット（フルコース
試食＆オリジナル記念写
真付！）

2017年にグランドオープンした「ララシャンスOKAZAKI迎賓
館」の挙式料1万円優待チケット。会場見学時には、フル
コース試食とオリジナル記念写真撮影をプレゼントします。
天井高10ｍ、バージンロード22ｍの”白亜のチャペル”は、
会場全体を包み込むアーチとたっぷり差し込む陽光で、お
ふたりの門出を華やかに、あたたかく演出します。
和洋折衷の料理は、世界大会で銀メダルを獲得した中西
シェフ監修。

■内容量
・挙式料1万円優待チケット[1枚]

■使用期限
発送日から1年

■寄附お申込み後の流れ
・お申し込み受付後、「ララシャンス岡崎迎賓館」より、チケッ
トを送付します。本券をご利用の際には事前予約が必要で
す。
・チケットの案内に沿って電話予約をお願いします。
・お電話の際に『挙式料1万円優待チケットを利用する』旨を
お伝えください。

■注意事項/その他
※本お礼品は、結婚式における挙式料のうち1万円を割り
引くチケットとなります。
※ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございま
す。
※本券の払戻等はできません。
※画像はイメージです。

ララシャンス岡崎
迎賓館

【1214470】
スカットウイルス除菌剤
500ml、ヴィセブン犬猫除
菌剤500ml、スプレー
50ml、ジェル50mlF

除菌剤（500ml)、犬猫用除菌剤(500ml)、手指消毒剤（スプ
レータイプ50ml、ジェルタイプ50ml）の4種セットです。
除菌剤は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・消臭効果
のある除菌剤です。トイレや机・椅子などに噴霧しながらふ
き取る事で除菌、消臭、洗浄が出来ます。
除菌剤（犬猫用）は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・
消臭効果のある除菌剤です。ペット周りの消臭、洗浄などご
使用ください。
アルコールスプレー・ジェルは、アルコール成分を75％含み
ますが、保湿成分ヒアルロン酸を配合したお肌にやさしい製
品となっています。スプレーは手指、スマホ、トイレ、ドアノブ
等に、ジェルは手指の消毒にお使いください。

■内容量
・スカットウイルス除菌剤[500ml×2本]

使用期限：製造日から2年
・ヴィセブン除菌剤(犬猫除菌剤)[500ml×2本]

使用期限：製造日から2年
・スカットウイルスアルコール消毒スプレー[50ml×5本]

使用期限：製造日から3年
・スカットウイルスアルコール消毒ジェル[50ml×5本]

使用期限：製造日から3年

■注意事項/その他
・アルコールスプレー・ジェルについては、アルコール度が
75%あるため、容器の保管にはご注意ください。特に夏場に
おいては、容器の変形や引火する恐れがあるので必ずポ
ケットやバッグの中に保管してください。
・本品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エ
タノールの代替品として、手指消毒に使用できます。

※画像はイメージです。

株式会社エス・ア
イ・シー
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1240488】
【ハナロロ】 サステナブル
ビーズクッション スタイ
リス100リットル (ホワイト
ベージュ)

ナチュラルや北欧テイストのインテリアにも合わせやすい、
肌触りの良い綿麻織物のような見た目のスタイリスレザーカ
バータイプのビーズクッション。
体になじみ、お部屋にもなじむスタイリスシリーズにプレミア
ムポトラが新登場！
大きめの取っ手が付いているので、掃除や移動も楽チン。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。

■内容量
・サステナブル ビーズクッション スタイリス100リットル (ホ
ワイトベージュ)[1個]
サイズ： W70×D95×H60cm 重量:約2.7kg

■原材料
カバー： 国産PVCレザー ※本革ではありません。
本体：ポリエステル100%
中材：クレアビーズ（発泡ポリスチレン）

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※カバーは洗濯可能です。洗濯ネットに入れて弱水流で洗
い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはホワイト
ベージュ1点となります。

ハナロロ

【1240490】
【ハナロロ】 サステナブル
ビーズクッション スタイ
リス100リットル (チャコー
ルグレー)

ナチュラルや北欧テイストのインテリアにも合わせやすい、
肌触りの良い綿麻織物のような見た目のスタイリスレザーカ
バータイプのビーズクッション。
体になじみ、お部屋にもなじむスタイリスシリーズにプレミア
ムポトラが新登場！
大きめの取っ手が付いているので、掃除や移動も楽チン。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。

■内容量
・サステナブル ビーズクッション スタイリス100リットル (チャ
コールグレー)[1個]
サイズ： W70×D95×H60cm 重量:約2.7kg

■原材料
カバー： 国産PVCレザー ※本革ではありません。
本体：ポリエステル101%
中材：クレアビーズ（発泡ポリスチレン）

■注意事項/その他
※本体は洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸し
た布などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってくださ
い。
※カバーは洗濯可能です。洗濯ネットに入れて弱水流で洗
い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはチャコー
ルグレー(※深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナ
ルチャコールグレーです)1点となります。

ハナロロ
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1257023】
ナイトグラス スマートタ
イプBK

夜専用「ナイトグラス」。対向車のヘッドライトやナイター照明
などの眩しさを抑えながら、夜の視力低下をアシストします。
また、視界が悪く光が散乱しやすい雨の日や、眩しい光の
中ではっきりと対象物を捉えたい時にも効果を発揮。
裸眼のかたはもちろん、コンタクトレンズを使用しているかた
も使用できます。

■内容量
・ナイトグラス スマートタイプBK[本体22g（包装167g×1個）]
・収納ケース1個

■原材料・成分
レンズ：屈折率1.60非球面 ハードマルチコート

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

東海光学株式会
社

【1257030】
ナイトグラス スマートタ
イプBD

夜専用「ナイトグラス」。対向車のヘッドライトやナイター照明
などの眩しさを抑えながら、夜の視力低下をアシストします。
また、視界が悪く光が散乱しやすい雨の日や、眩しい光の
中ではっきりと対象物を捉えたい時にも効果を発揮。
裸眼のかたはもちろん、コンタクトレンズを使用しているかた
も使用できます。

■内容量
・ナイトグラス スマートタイプBD[本体22g（包装167g×1個）]
・収納ケース1個

■原材料・成分
レンズ：屈折率1.60非球面 ハードマルチコート

■注意事項/その他
※画像はイメージです。

東海光学株式会
社

【1262612】
黒御影石の寿司下駄

黒御影石を使用した寿司下駄。一つの石材から削り出した
形で、継ぎ目もなく堅牢性抜群です。底を浮かせることで重
量感を感じさせず、スッキリしたモダンなデザインになってい
ます。

■内容量
・黒御影石の寿司下駄[１枚]

■原材料・成分
・寸法（約）: 奥行15cm、幅24cm、高さ1.5cm
・材質 : 黒御影石（鏡面仕上げ）
・重さ：1.5kg

■注意事項/その他
※職人がひとつひとつ加工するため、少しずつ仕上がりが
異なります。
※天然の石材を使用しているため、石目の差異など、個体
差が出るものとお考えください。
※堅牢な石材ですので、末永くご使用いただけます。
※食洗機によるテストもクリアしておりますが、石の光沢な
どに少なからず影響を及ぼすため、手洗いを推奨しておりま
す。
※油などが付着した場合、沈着する恐れがありますので、で
きる限り早めのふき取りをお願い申し上げます。

※画像はイメージです。

稲垣石材店
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1262473】
おかざき楽の湯 全日入
泉券15枚

岡崎市内のスーパー銭湯「おかざき 楽の湯」の入泉券15枚
セット。JR「岡崎駅」より徒歩15分ほどに位置し、無料駐車
場（200台）も完備しています。
自慢の大庭園露天風呂をはじめ、開放感満天の中5種のお
湯を楽しむことができる楽の湯。内風呂では高濃度炭酸泉
や各種アイテムバス、大型スタジアム湿式サウナとスチー
ム塩サウナの2種類のサウナを完備し、内風呂も存分に楽
しめます。
また、入泉料のみで「コミック1万冊」「フィットネスコーナー」
「リクライナーコーナー」「屋外大型子供広場」「フリーWi-Fi」
等を無料でご利用可能です。

■内容量
・おかざき楽の湯[全日入泉券15枚]

■注意事項/その他
※寄付お申し込み後、おかざき楽の湯よりチケットを送付し
ます。
※ご予約は必要ありません。ご到着時にフロントにお渡しく
ださい。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ナカシ
ロ

【1277745】
葵クローバー生はちみつ
(１本瓶)＆葵生はちみつ
(Gift Set・Present Box)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵クローバー生はちみつ（１本瓶）[280ｇ] 1個
・葵生はちみつ（Gift Set）[200ｇ×2] 1個
・葵生はちみつ（Present Box）[25ｇ×3] 1個

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1285912】
oka-d-art 黒皮鉄板 300
角用 トートバック袋付6点
セット厚さ4.5mm×300×
300

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※300角用(鉄板大きさ300mm×300mm)の黒皮鉄板トート
バック収納袋+本革ハンドルカバー付き6点セットです。

■内容量
・黒皮鉄板/ステンレス製Lハンドル/鉄板専用ヘラ/まな板
兼鉄板敷き/トートバック/本革製ハンドルカバー[6点セット]

■製品規格
【黒皮鉄板の厚さとサイズ】
t4.5mm×約300mm×約300mm(材料切断時の寸法なので
曲げるとマイナス気味になります。)
【黒皮鉄板単品とセット品の重量】
黒皮鉄板単品:約3.2kg 6点セット:約4kg
【トートバックの大きさ】
約370mm×約430mm

■注意事項/その他
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

机の上でも焚き火がしたいという想いから生まれた、コンパ
クトな焚き火台 『FIRE+BASKET』。
組み立て簡単で軽量ながら、倒れる心配も焦げる心配もい
らない、新しい焚き火台です。焚き火に必要な炭や薪を大容
量でお使いいただけます。
別のお礼品である「ステルス風防」と台座板を組み合わせる
ことで、簡易的なテーブルにも。調理に使った器具を置いた
り、少し高さが欲しい時の台としても活躍してくれます。

■内容量
・FIRE+BASKET 賑わいサイズ[1セット]
側面パネル×6枚、台座板(六角形)×1枚、ロストル(六角形)
×1枚、バンド×1本、収納袋×1枚、取扱説明書×1枚

■仕様
・組み立てサイズ:幅200×奥行270×高さ170mm
・総重量:約630g
・耐荷重:5kg
・材質:ステンレス(SUS430)
・推奨人数:4～6人

■注意事項/その他
※火気の取り扱いには十分ご注意ください。
※灰を受ける構造になりますが、こぼれる恐れもあるため、
不燃性のシート等を敷いてください。
※本製品は金属製です。製造過程でフチを削っております
が、お使いの際は十分お気を付けください。

※画像はイメージです。

【1278112】
FIRE+BASKET 賑わいサ
イズ

株式会社アイザ
ワ
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1289399】
【石の置物】かえる

玄関先やリビングに置ける石の置物。
語呂合わせで、「無事かえる」「福かえる」「お金がかえる」
「若かえる」「不運をかえる」「幸運がかえってくる」などの意
味があり、様々な状況を良い方向へかえてくれると言われて
います。

■内容量
・【ちいさい石の置物】かえる[1個]

■原材料・成分
岡崎産御影石
・サイズ 約高さ6cm×巾8cm×奥行9cm
・重量 0.9kg

※画像はイメージです。

石嶽石工業 有
限会社

【1289400】
【石の置物】かめ

玄関先やリビングに置ける石の置物。
「鶴は千年、亀は万年」ということわざがあるように長寿の象
徴でもあります。また、亀の金運、仕事運の縁起物としても
有名です。

■内容量
・【ちいさい石の置物】かめ[1個]

■原材料・成分
岡崎産御影石
・サイズ 約高さ6cm×巾8.5cm×奥行12cm
・重量 0.9kg

※画像はイメージです。

石嶽石工業 有
限会社

【1289401】
【石の置物】たぬき

玄関先やリビングに置ける石の置物。横からみる、ぼてっと
した石のたぬきはとっても可愛いです。
「たぬき→他抜き→他を抜く」という語呂合わせから「他人よ
り抜きん出る」 という願いが込められています。
たぬきは夫婦あいが強く、パートナーと一生添い遂げること
から「夫婦円満」といわれます。

■内容量
・【ちいさい石の置物】たぬき[1個]

■原材料・成分
岡崎産御影石
・サイズ 約高さ13cm×巾9cm×奥行10cm
・重量 1.5kg

※画像はイメージです。

石嶽石工業 有
限会社
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【寄附金区分35,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1289402】
【石の置物】だるま

玄関先やリビングに置ける石の置物。
「七転び八起」「必勝祈願」「合格祈願」として縁起物です。

■内容量
・【ちいさい石の置物】だるま[1個]

■原材料・成分
岡崎産御影石
・サイズ 約高さ12cm×巾10cm×奥行9cm
・重量 1.8kg

※画像はイメージです。

石嶽石工業 有
限会社
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【寄附金区分40,000円以上】

【1205840】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション おっきいオニオン
170リットル ニットカバー
付（ベージュ）

大きくてゆったり座れるたまねぎ型のおっきいオニオンソファ
170リットルです。
ピーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかいニットカバーは、丸型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション おっきいオニオン170リットル ニットカ
バー付（ベージュ） 1個
サイズ:W80cm×D80cm×H40cm 重量:約3.5kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバー：ポリエステル100％
中袋：ポリエステル100％
中材：発泡ポリスチレン（クレアビーズ）

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1205839】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション おっきいオニオン
170リットル ニットカバー
付（チャコールグレー）

大きくてゆったり座れるたまねぎ型のおっきいオニオンソファ
170リットルです。
ピーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかいニットカバーは、丸型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション おっきいオニオン170リットル ニットカ
バー付（チャコールグレー） 1個
サイズ:W80cm×D80cm×H40cm 重量:約3.5kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバー：ポリエステル100％
中袋：ポリエステル100％
中材：発泡ポリスチレン（クレアビーズ）

※色は、深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナル
チャコールグレーです。
※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分40,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1215674】
oka-d-art 黒皮鉄板 A4
用 ハイタイプ蓋付き6点
セット 厚さ4.5mm×220×
305

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい
設計となっています。
※ミドルサイズA4用のステンレス製蓋（蓋高さハイタイプ
80mm）付き黒皮鉄板など合計6点セットです。
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中
にコンパクトに収納できます。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/鉄板専用ヘラ（大）/鉄板敷き兼まな板
/ステンレス製蓋（ハイタイプ80mm）/ステンレス製ショートハ
ンドル/革製ハンドルカバー（オレンジ） 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さと大きさ】t4.5mm×約220mm×約305mm
【重量】黒皮鉄板単品：約2.4kg・6点セット重量：約4.1kg
・ステンレス製蓋
【大きさと重量】t1mm×175mm×260mm×高さ80mm、重量
約1.4kg
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

【1245237】
老舗焼肉屋の黒毛和牛
ステーキ&焼肉セット1kg

【配達外のエリア】離島

創業23年の韓国焼肉屋ソウルカルビのステーキと、手もみ
ダレをもみ込んだ各種お肉セットです。
一晩から半日程度冷蔵庫でじっくりと時間をかけて解凍する
のがおすすめ。お急ぎの場合は流水にあてて解凍してくだ
さい。

■内容量
・黒毛和牛ステーキ[300g]
・和牛カルビ[200g×1パック]
・上ロース[200g×1パック]
・牛ホルモン[150g×1パック]
・厚切り豚カルビ[150g×1パック]

■賞味期限
・出荷日+30日

■原材料・成分
黒毛和牛、和牛カルビ、上ロース、牛ホルモン、厚切り豚カ
ルビ
【秘伝の手もみダレ】
コチュジャン、出汁醤油(サバ、大豆、小麦を含む)、砂糖、味
噌

■注意事項/その他
※お肉の重なった部分やタレの染み込みによって色が変色
している場合がございます。
※まれに黒い粒が入っている場合がありますが、タレの原
料に使用している米麹ですので品質に問題はありません。

※画像はイメージです。
※お礼品のお届けに野菜などは含まれません。

ソウルカルビ

173 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分40,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1248649】
<健康食品・酵素サプリメ
ント>海野山ロイヤル3袋
(60粒入り×3)

野菜が不足しがちなかたにおすすめな、植物エキス濃縮液
（酵素ドリンク海野山）とえごま油から黄金比率で造った酵
素サプリメントです。
植物エキス濃縮液は、新鮮な野菜・果物・海藻・キノコなどを
原料として自然環境のもとで長期間醗酵・熟成させビール酵
母を加えたもの。さらに、えごま油にはα-リノレン酸(オメガ3
脂肪酸)が60%以上含まれ、アレルギーを制御、生活習慣病
の原因となるコレステロール減少効果、高血圧や糖尿病予
防に効果があるとされています。
子供から大人までお召し上がりいただけます。

■内容量
・海野山ロイヤル(60粒入り)×3袋
・賞味期限:2024年2月

■原材料・成分
えごま油(国内製造)、ゼラチン、海野山濃縮原液(根菜類、
果実類、きのこ類、かんきつ類、葉菜類、海草類、茎菜類、
花菜類、イチゴ及びベリー類、大粒果実)、サフラワー油 /
グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、抽出 V.E、
レシチン(大豆由来)、V.C、V.A(リンゴ・オレンジ・キウイフ
ルーツ・大豆を含む)

■注意事項/その他
1日3～9粒を目安に水等でお飲みください。10日で一袋を目
安に飲んで頂きますと効果的です。

※画像はイメージです。

株式会社愛健酵
素

【1262474】
おかざき楽の湯 全日入
泉券17枚

岡崎市内のスーパー銭湯「おかざき 楽の湯」の入泉券17枚
セット。JR「岡崎駅」より徒歩15分ほどに位置し、無料駐車
場（200台）も完備しています。
自慢の大庭園露天風呂をはじめ、開放感満天の中5種のお
湯を楽しむことができる楽の湯。内風呂では高濃度炭酸泉
や各種アイテムバス、大型スタジアム湿式サウナとスチー
ム塩サウナの2種類のサウナを完備し、内風呂も存分に楽
しめます。
また、入泉料のみで「コミック1万冊」「フィットネスコーナー」
「リクライナーコーナー」「屋外大型子供広場」「フリーWi-Fi」
等を無料でご利用可能です。

■内容量
・おかざき楽の湯[全日入泉券17枚]

■注意事項/その他
※寄付お申し込み後、おかざき楽の湯よりチケットを送付し
ます。
※ご予約は必要ありません。ご到着時にフロントにお渡しく
ださい。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ナカシ
ロ
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【寄附金区分40,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1269640】
純国産100％ 葵クロー
バー生はちみつ
（Premium Gift Set)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵クローバー生はちみつ（Premium Gift Set）[280ｇ×3]

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園

【1277746】
葵生はちみつ(Gift Box＆
Gift Set)

「純国産100％」「天然非加熱」「蜜源の自家栽培」がこだわり
の蜂蜜園より、ミツバチが集めたそのままの状態（生はちみ
つ）をお届けします。口当たりがよく爽やかな味わいで、お子
様やはちみつが苦手な方でも食べやすいテイストです。
自然の恵みを最も良い状態でご提供するため、あえて手間
のかかる隔王板（かくおうばん）を使用した飼育方法を用
い、手作業で採蜜作業を行っているというこだわりも。

■内容量
・葵生はちみつ（Gift Box）[170ｇ×3] 1個
・葵生はちみつ（Gift Set）[200ｇ×2] 1個

■賞味期限
製造日から2年

■原材料・成分
はちみつ

■注意事項/その他
※1歳未満の乳児には与えないでください。
※直射日光を避け、常温保存して下さい。
結晶化することもありますが、そのままでもおいしく召し上が
れます。気になるようでしたらお召し上がりの分だけ40度くら
いで湯せんして下さい。
※気候条件により、色と風味が異なることがあります。

※画像はイメージです。

葵クローバー蜂
蜜園

受付期間外
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【寄附金区分40,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1281493】
【ハナロロ】カタチのない
ソファ150L ニットカバー
付き(ベージュ)

【発送時期】
2022年5月2日より順次発
送

大きくてゆったり座れる四角形のビーズクッション。ビーズの
補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかなニットカバーは、150cmコンシールファスナーでカ
バーリングが簡単です。

■内容量
・カタチのないソファ150L ニットカバー付き(ベージュ)[1個]

■原材料・成分
カバー:ポリエステル100%
中袋:ポリエステル100%
中材:発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
〈本体〉
・お洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸した布
などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってください。
・ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品化
しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干しし
てご使用ください。
〈カバー〉
・カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流で
洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※使用感には個人差があります。
※ビーズのにおい対策のため、ビニール袋なしの梱包方法
にてお届けいたします。
※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはベージュ
1点となります。

ハナロロ

【1281495】
【ハナロロ】カタチのない
ソファ150L ニットカバー
付き(チャコールグレー)

【発送時期】
2022年5月2日より順次発
送

大きくてゆったり座れる四角形のビーズクッション。ビーズの
補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかなニットカバーは、150cmコンシールファスナーでカ
バーリングが簡単です。

■内容量
・カタチのないソファ150L ニットカバー付き(チャコールグ
レー)[1個]

■原材料・成分
カバー:ポリエステル100%
中袋:ポリエステル100%
中材:発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

■注意事項/その他
〈本体〉
・お洗濯不可です。汚れた場合は中性洗剤などを浸した布
などで拭いたあと、乾いた布でしっかり拭き取ってください。
・ビーズの臭いをとるために、一週間ほどたってから製品化
しておりますが、気になる方は風通しの良い場所で陰干しし
てご使用ください。
〈カバー〉
・カバーはお洗濯可能です。お洗濯ネットに入れて弱水流で
洗い、形を整えて風通しの良い日陰で干してください。

※使用感には個人差があります。
※ビーズのにおい対策のため、ビニール袋なしの梱包方法
にてお届けいたします。
※画像はイメージです。実際にお届けするカラーはチャコー
ルグレー1点となります。

ハナロロ
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【寄附金区分45,000円以上】

【1200412】
東海オンエアコラボ 赤ど
んぶり付 東海八丁台
湾・キブサチ塩・醤油らー
めん・岡崎餃子セット

【配達外のエリア】離島

2018年全国ふるさと甲子園で岡崎市グランプリ受賞！「ごは
ん・パン・麺類部門」で1位に輝いた、あの東海オンエアコラ
ボメニュー「キブサチ東海八丁台湾らーめん」にキブサチグ
ランドメニューの「塩スペシャル」・「スペシャル醤油」らーめ
ん、キブサチオリジナル「岡崎餃子」３種をセットでお届けし
ます。台湾ラーメン・味噌餃子のミンチそれぞれに、岡崎の
老舗「まるや八丁味噌」さんの伝統製法で作られた八丁味
噌「燻製味噌」をふんだんに使い、コクと旨みを引き出しまし
た。東海オンエアコラボの赤どんぶりとともに岡崎感をお楽
しみください。

■内容量
・キブサチ東海八丁台湾らーめん 4食分（専用麺130ｇ×４
玉、スープ300ｃｃ×４袋、トッピングミンチ70ｇ×４個・オリジ
ナル
ラー油15ｃｃ×４個）
・キブサチ 塩スペシャルらーめん 2食分（専用麺130ｇ×２
玉、スープ270ｃｃ×２袋、塩たれ47ｇ×２袋、豚ﾁｬｰｼｭｰ75ｇ
×２袋、メンマ20ｇ×２袋）
・キブサチ スペシャル醤油らーめん 2食分（専用麺130ｇ×
２玉、スープ270ｃｃ×２袋、醤油たれ55ｇ×２袋、豚チャー
シュー75ｇ×２袋、メンマ20ｇ×２袋）
・キブサチ 岡崎餃子セット（岡崎餃子（プレーン）20g×18個
、岡崎餃子（味噌）20g×18個 、紫蘇チーズ餃子 20g×18個
）
・味噌ミンチ 500ｇ
■賞味期限：製造日より60日

※クール便(冷凍)
※画像はイメージです。

ペガサスクラブ株
式会社（キブサチ
ラボ）

商品名 画像 業者名

【1265137】
喜になる木（木×似顔絵
×筆文字による創作アー
ト）オーダーチケット 二名
様（木材：中サイズ）

木の温もり・似顔絵の温かみ・印象的な筆文字による味わ
い。誕生日や結婚などのお祝いに。世界にたった一つの作
品です。

■内容量
・喜になる木（木×似顔絵×筆文字による創作アート）二名
様用オーダーチケット[1枚]
※使用期限：発行後から6ヶ月

■提供サービス
木材素性：岡崎市額田地区の間伐材
樹 種 ：天然ヒノキ
似顔絵 ：2名様（バストアップ）
筆文字 ：伝えたい言葉やお名前などご希望に合わせます

■寄附お申し込み後の流れ
1.似顔絵＆デザイン タケまるより申込書を送付いたしま
す。
2.申込書の内容をご確認・ご記入いただき、同封のQRコード
またはメールアドレスにご返信下さい。
3.ご返信いただいた申込書に基づき、お礼品をお届けいたし
ます。※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けができ
ません。

■注意事項/その他
・木材のカットから完全ハンドメイドにて制作するため、納期
にゆとりを持ってオーダーください。
・色味や形など、一点一点個体差があります。
・経年により木材の色味が少しずつ濃くなるような変化をし
ます。
※画像はイメージです。

似顔絵＆デザイ
ン タケまる
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【寄附金区分45,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1262475】
おかざき楽の湯 全日入
泉券19枚

岡崎市内のスーパー銭湯「おかざき 楽の湯」の入泉券19枚
セット。JR「岡崎駅」より徒歩15分ほどに位置し、無料駐車
場（200台）も完備しています。
自慢の大庭園露天風呂をはじめ、開放感満天の中5種のお
湯を楽しむことができる楽の湯。内風呂では高濃度炭酸泉
や各種アイテムバス、大型スタジアム湿式サウナとスチー
ム塩サウナの2種類のサウナを完備し、内風呂も存分に楽
しめます。
また、入泉料のみで「コミック1万冊」「フィットネスコーナー」
「リクライナーコーナー」「屋外大型子供広場」「フリーWi-Fi」
等を無料でご利用可能です。

■内容量
・おかざき楽の湯[全日入泉券19枚]

■注意事項/その他
※寄付お申し込み後、おかざき楽の湯よりチケットを送付し
ます。
※ご予約は必要ありません。ご到着時にフロントにお渡しく
ださい。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ナカシ
ロ

【1285911】
oka-d-art 黒皮鉄板 250
角用 ハイタイプ蓋付き7
点セット 厚さ4.5mm×250
×250

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※ミドルサイズ250用のステンレス製蓋(蓋高さハイタイプ
80mm)付き黒皮鉄板など合計7点セットです。

■内容量
・黒皮鉄板(穴有り)/鉄板専用ヘラ(大)/鉄板敷き兼まな板/
ステンレス製蓋(ハイタイプ80mm)/ステンレス製ショートハン
ドル/革製ハンドルカバー(オレンジ)/トートバック収納袋の7
点セット
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中
にコンパクトに収納できます。

■製品規格
【黒皮鉄板の厚さと大きさ】
t4.5mm×約250mm×約250mm
【黒皮鉄板単品とセット品の重量】
黒皮鉄板単品:約2.2kg 7点セット:約4kg
【蓋の大きさと重量】
t1mm×205mm×205mm×高さ80mm 重量約1.1kg

■注意事項/その他
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分45,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1286821】
oka-d-art 黒皮鉄板 250
角用 ロータイプ蓋付き7
点セット 厚さ4.5mm×250
×250

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※ミドルサイズ250角用のステンレス製蓋(蓋高さロータイプ
40mm)付き黒皮鉄板など合計7点セットです。

■内容量
・黒皮鉄板(穴有り)/鉄板専用ヘラ(大)/鉄板敷き兼まな板/
ステンレス製蓋(ロータイプ40mm)/ステンレス製ショートハン
ドル/革製ハンドルカバー(オレンジ)/トートバック収納袋の7
点セット
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中
にコンパクトに収納できます。

■製品規格
【黒皮鉄板の厚さと大きさ】
t4.5mm×約250mm×約250mm
【黒皮鉄板単品とセット品の重量】
黒皮鉄板単品:約2.2kg 7点セット:約3.4kg
【蓋の大きさと重量】
t1mm×205mm×205mm×高さ40mm 重量約550g

■注意事項/その他
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分50,000円以上】

【1109754】
防災ヘルメット まもりく
ん（オレンジ5個）

ヘルメットにはLEDライト、呼子笛、軍手、マスクを装着して
おり、頭頂部には蓄光テープがついているため停電時に光
ります。またフック穴もついていますので、任意の場所にフッ
クを取り付けたり、取り外したりすることが出来ます。

■内容量
・防災ヘルメット(オレンジ) 5個
■原材料・成分・提供サービス詳細
重さ:395g
サイズ:55cm～61cm(サイズ調整可能)

高さ135cm×幅235cm×奥行300m(つば、突起含
む)
付属品:LEDライト(電池付き)、呼子笛(アルミ製)、マスク(ガー
ゼ)、軍手(Mサイズ)
■注意事項/その他
LEDライトの乾電池は自然放電しますので、点灯を確認し適
宜交換をしてください。

※画像はイメージです

有限会社石原ライト
工業所

【1109755】
防災ヘルメット まもりく
ん（ホワイト5個）

ヘルメットにはLEDライト、呼子笛、軍手、マスクを装着して
おり、頭頂部には蓄光テープがついているため停電時に光
ります。またフック穴もついていますので、任意の場所にフッ
クを取り付けたり、取り外したりすることが出来ます。

■内容量
・防災ヘルメット(ホワイト) 5個
■原材料・成分・提供サービス詳細
重さ:395g
サイズ:55cm～61cm(サイズ調整可能)

高さ135cm×幅235cm×奥行300m(つば、突起含む)
付属品:LEDライト(電池付き)、呼子笛(アルミ製)、マスク(不
織布)、軍手(Mサイズ)
■注意事項/その他
LEDライトの乾電池は自然放電しますので、点灯を確認し適
宜交換をしてください。

※画像はイメージです

有限会社石原ライト
工業所

【1200683】
直営 巴山牧場産 三河
牛（黒毛和種）サーロイン
ステーキ２３５g×4枚

【配達外のエリア】離島

直営巴山牧場で、おいしい空気・きれいな水・安全な飼料を
使用して約20か月大切に大切に育てました。

■内容量
・直営 巴山牧場産 三河牛(黒毛和種)サーロインステーキ
235g×4枚(計940g)
■賞味期限:発送日より(冷凍)30日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです。

株式会社髙橋精肉
店

【1201316】
福寿白福郎

ギリシャでは技芸と学芸の象徴、日本ではゴロスケと呼ば
れ愛されてきたフクロウ。映画では、いつも少年と共にいて
良い知らせを届けてくれる「白フクロウ」を国産大理石を素
材にし、400年ほど伝わる岡崎石彫りの技を使い直彫りにて
制作しました。

■内容量
・福寿石福郎（高さ約12㎝、重量約1.5㎏）
■原材料
・大理石（国産）

※画像はイメージです。

福郎石彫おうる工房

業者名商品名 画像

受付期間外

180 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

【1201213】
内田修ジャズコレクション
（全8種類コンプリートセッ
ト）

「ドクター・ジャズ」として親しまれた、岡崎市出身の外科医
内田修氏(平成28年永眠)から寄贈を受けたジャズコレクショ
ンから、厳選して収録したCD4枚と、ジャケットを掲載した図
録3冊、内田氏と関わりの深いミュージシャンによる証言な
どを掲載した資料音源CD付きBOOK(クロニクル)を合わせ
た、全8種類のコンプリートセットです。

■内容量
・CD４枚、ＣＤ付きBＯＯＫ（クロニクル）１冊、図録３冊の計８
種類

※画像はイメージです。

岡崎市
市民協働推進課

【1201887】
七面鳥アルミ矢「1913」
6本組(シャフト色：黒 矧
ぎ糸：白系)

初心者から高段者まで幅広い方にお使い頂いている和弓
用の定番矢です。矢龍矢筒と共にお届けします。
シャフトは、扱いやすく軽くて丈夫な合金「アルミ」製です。羽
根は、七面鳥(ターキー)です。有限会社小山矢で染色してい
ます。筈は、「エンプラ筈」を使用しており、衝撃に非常に強
い素材で出来ています。
矢尻は、「精密矢尻」を使用しています。矢筒は、「矢龍矢
筒」に入れてお届けします。
筈、矢尻、矢筒は、有限会社小山矢オリジナルのものを使
用しております。
※「1913」はシャフトのサイズを表記したものです。主に弓力
15kg以下の方に適応しています。

■内容量
・七面鳥アルミ矢「1913」 6本組×1
長さ：95cm、重さ：25グラム(1本当たり)

■原材料・成分・提供サービス詳細
・シャフト：アルミ「1913」黒色
・羽根：七面鳥
・エンプラ筈：ポリカーボネート
・精密矢尻：鉄
・矢龍矢筒：紙

※画像はイメージです。

有限会社小山矢

【1202253】
七面鳥アルミ矢「1913」
6本組(シャフト色：茶 矧
ぎ糸：白系)

初心者から高段者まで幅広い方にお使い頂いている和弓
用の定番矢です。矢龍矢筒と共にお届けします。
シャフトは、扱いやすく軽くて丈夫な合金「アルミ」製です。羽
根は、七面鳥(ターキー)です。有限会社小山矢で染色してい
ます。筈は、「エンプラ筈」を使用しており、衝撃に非常に強
い素材で出来ています。矢尻は、「精密矢尻」を使用してい
ます。矢筒は、「矢龍矢筒」に入れてお届けします。
筈、矢尻、矢筒は有限会社小山矢オリジナルのものを使用
しております。
※「1913」はシャフトのサイズを表記したものです。主に弓力
15kg以下の方に適応しています。

■内容量
・七面鳥アルミ矢「1913」 6本組×1
長さ：95cm、重さ：25グラム(1本当たり)

■原材料・成分・提供サービス詳細
・シャフト：アルミ「1913」茶色
・羽根：七面鳥
・エンプラ筈：ポリカーボネート
・精密矢尻：鉄
・矢龍矢筒：紙

※画像はイメージです。

有限会社小山矢
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【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

【1202255】
七面鳥アルミ矢「2014」
6本組(シャフト色：黒 矧
ぎ糸：黒系)

初心者から高段者まで幅広い方にお使い頂いている和弓
用の定番矢です。矢龍矢筒と共にお届けします。
シャフトは、扱いやすく軽くて丈夫な合金「アルミ」製です。羽
根は、七面鳥(ターキー)です。有限会社小山矢で染色してい
ます。筈は、「エンプラ筈」を使用しており、衝撃に非常に強
い素材で出来ています。矢尻は、「精密矢尻」を使用してい
ます。矢筒は、「矢龍矢筒」に入れてお届けします。
筈、矢尻、矢筒は全て有限会社小山矢オリジナルのものを
使用しております。
※「2014」はシャフトのサイズを表記したものです。主に弓力
13kg～16kgの方に適応しています。

■内容量
・七面鳥アルミ矢「2014」 6本組×1
長さ：100cm、重さ：28グラム(1本当たり)

■原材料・成分・提供サービス詳細
・シャフト：アルミ「2014」黒色
・羽根：七面鳥
・エンプラ筈：ポリカーボネート
・精密矢尻：鉄
・矢龍矢筒：紙

※画像はイメージです。

有限会社小山矢

【1202257】
七面鳥アルミ矢「2014」
6本組(シャフト色：茶 矧
ぎ糸：黒系)

初心者から高段者まで幅広い方にお使い頂いている和弓
用の定番矢です。矢龍矢筒と共にお届けします。
シャフトは、扱いやすく軽くて丈夫な合金「アルミ」製です。羽
根は、七面鳥(ターキー)です。有限会社小山矢で染色してい
ます。筈は、「エンプラ筈」を使用しており、衝撃に非常に強
い素材で出来ています。
矢尻は、「精密矢尻」を使用しています。矢筒は、「矢龍矢
筒」に入れてお届けします。
筈、矢尻、矢筒は、有限会社小山矢オリジナルのものを使
用しております。
※「2014」はシャフトのサイズを表記したものです。主に弓力
13kg～16kgの方に適応しています。

■内容量
・七面鳥アルミ矢「2014」 6本組×1
長さ：100cm、重さ：28グラム(1本当たり)

■原材料・成分・提供サービス詳細
・シャフト：アルミ「2014」茶色
・羽根：七面鳥
・エンプラ筈：ポリカーボネート
・精密矢尻：鉄
・矢龍矢筒：紙

※画像はイメージです。

有限会社小山矢

【1202258】
七面鳥アルミ矢「2015」
6本組(シャフト色：黒 矧
ぎ糸：黒系)

初心者から高段者まで幅広い方にお使い頂いている和弓
用の定番矢です。矢龍矢筒と共にお届けします。
シャフトは、扱いやすく軽くて丈夫な合金「アルミ」製です。羽
根は、七面鳥(ターキー)です。有限会社小山矢で染色してい
ます。筈は、「エンプラ筈」を使用しており、衝撃に非常に強
い素材で出来ています。矢尻は、「精密矢尻」を使用してい
ます。矢筒は、「矢龍矢筒」に入れてお届けします。
筈、矢尻、矢筒は、有限会社小山矢オリジナルのものを使
用しております。
※「2015」はシャフトのサイズを表記したものです。主に弓力
14kg～18kgの方に適応しています。

■内容量
・七面鳥アルミ矢「2015」 6本組×1
長さ：105cm、重さ：30グラム(1本当たり)

■原材料・成分・提供サービス詳細
・シャフト：アルミ「2015」黒色
・羽根：七面鳥
・エンプラ筈：ポリカーボネート
・精密矢尻：鉄
・矢龍矢筒：紙

※画像はイメージです。

有限会社小山矢

182 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

【1202260】
七面鳥アルミ矢「2015」
6本組(シャフト色：茶 矧
ぎ糸：黒系)

初心者から高段者まで幅広い方にお使い頂いている和弓
用の定番矢です。矢龍矢筒と共にお届けします。
シャフトは、扱いやすく軽くて丈夫な合金「アルミ」製です。羽
根は、七面鳥(ターキー)です。有限会社小山矢で染色してい
ます。筈は、「エンプラ筈」を使用しており、衝撃に非常に強
い素材で出来ています。
矢尻は、「精密矢尻」を使用しています。矢筒は、「矢龍矢
筒」に入れてお届けします。
筈、矢尻、矢筒は、有限会社小山矢オリジナルのものを使
用しております。
※「2015」はシャフトのサイズを表記したものです。主に弓力
14kg～18kgの方に適応しています。

■内容量
・七面鳥アルミ矢「2015」 6本組×1
長さ：105cm、重さ：30グラム(1本当たり)

■原材料・成分・提供サービス詳細
・シャフト：アルミ「2015」茶色
・羽根：七面鳥
・エンプラ筈：ポリカーボネート
・精密矢尻：鉄
・矢龍矢筒：紙

※画像はイメージです。

有限会社小山矢

【1203909】
STONE『ひんやり』MAT
(2枚組)

ペット用ひんやりストーンマット (2枚組)をご用意いたしまし
た。夏は、みかげ石の持つひんやりした状態を保った状態
で使用することが出来ます。冬はSTONE-MATの上に毛布
などを敷くことで、みかげ石の持つ保温力も持続します。通
年使用することができますので、是非ご利用ください。また、
ペットの大きさにあわせSTONE-MATを数枚組み合わせて
使用することも可能です。STONE-MATは全面を磨き仕上げ
を施しているため、汚れが付いても簡単に拭き取ることがで
きます。汚れがつくと石色に変化が生じ薄黒く変色してしま
いますが、特に害はありません。消毒液などで拭いていただ
くと一層清潔に保つことができます。また、安全を配慮し面
取り加工を施しておりますので、角のとんがり等はありませ
ん。

■内容量
・STONE『ひんやり』MAT (ペット用ひんやりマット) 2枚組
■原材料・成分・提供サービス詳細
・みかげ石(中国産)
サイズ(幅×奥行×厚み)：300mmx210mm×18mm
重量：6kg (3kg×2枚)

※画像はイメージです。

岡崎石工業株式会
社
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【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

【1205835】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション 大きなスタイリス
オニオン170リットル （ホ
ワイトベージュ）

ナチュラルや北欧テイストのインテリアにも合わせやすい、
肌触りの良い綿麻織物のような見た目のスタイリスレザーカ
バータイプのビーズクッション。
体になじみ、お部屋にもなじむビーズクッションです。
大きめの取っ手が付いているので、お掃除や移動も楽チン
です。また次亜塩素酸やアルコールスプレー対応のレザー
素材で拭き掃除ができるのでお手入れもとても簡単です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフを
はじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション スタイリスオニオン170リットル （ホワイト
ベージュ） 1個
サイズ:W80cm×D80cm×H40cm 重量:約3.5kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバーリング：国産PVCレザー
※本お礼品は本革ではございません。
本体：ポリエステル100%
中材：クレアビーズ（発泡ポリスチレン）

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1205543】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション オニオンソファ170
リットル レザーカバー
セット(アイボリー)

ハナロロ

肌触りなめらかな国産高級合皮レザーのオニオンソファで
す。レザーカバーを外してビーズの補充も可能。しっとりとな
めらかなレザーでお部屋の雰囲気をグレードアップ！
汚れてもすぐ拭き取れるお手入れ簡単なレザーカバータイ
プのオニオンソファ170リットルです。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション オニオンソファ170リットル レザーカバー
セット(アイボリー) 1個
サイズ:W80cm×D80cm×H40cm 重量:約3.5kg

■原材料・成分・提供サービス詳細
カバーリング：国産PVCレザー
※本お礼品は本革ではございません。
本体：ポリエステル100%
中材：クレアビーズ（発泡ポリスチレン）

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

184 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

【1210094】
３つ折り財布 革のパッチ
ワーク お札も小銭も入る
「コロンとした小さなお財
布」茶色

コロンとした小さなお財布
パッチワーク部分は１パーツずつパズルの様にはめ込み、
ジグザグ縫いでインパクトのあるステッチでデザインしてい
ます。
スマホ決済が進む世の中でカードが必要なくなり、
気が付けば普段使用しているカードは５枚くらいしかないの
ではないでしょうか？
ミニマムな財布の需要が高まり機能性だけを求めると
デザインのかわいい財布がない。そんな声にお応えして
コンパクトでフォルムもかわいい
「コロンとした小さなお財布」
使い勝手も見た目も嬉しいお財布です。

■内容量
・３つ折り財布 革のパッチワーク お札も小銭も入る「コロン
とした小さなお財布」茶色 １個 95mm×85mm×50mm
■原材料・成分・提供サービス情報
天然皮革：牛革
内貼り：豚革

※画像はイメージです。

ガロチャ

【1205836】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション 大きなスタイリスオ
ニオン170リットル （チャ
コールグレー）

ナチュラルやモノトーンインテリア、北欧テイストのインテリア
にも合わせやすい、綿麻織物のような見た目のスタイリスレ
ザーカバータイプのオニオン170リットルです。ソファのない
暮らしでお部屋をオシャレにシンプルライフ。大きめの取っ
手で移動も楽チンです。
次亜塩素酸スプレー対応の素材は拭き掃除ができるのでお
手入れもとても簡単です。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション スタイリスオニオン170リットル （チャコー
ルグレー） 1個
サイズ:W80cm×D80cm×H40cm 重量:約3.5kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
カバーリング：国産PVCレザー
※本お礼品は本革ではございません。
本体：ポリエステル100%
中材：クレアビーズ（発泡ポリスチレン）

※色は、深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナル
チャコールグレーです。
※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

185 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

【1210097】
３つ折り財布 革のパッチ
ワーク お札も小銭も入る
「コロンとした小さなお財
布」赤色

コロンとした小さなお財布
パッチワーク部分は１パーツずつパズルの様にはめ込み、
ジグザグ縫いでインパクトのあるステッチでデザインしてい
ます。
スマホ決済が進む世の中でカードが必要なくなり、
気が付けば普段使用しているカードは５枚くらいしかないの
ではないでしょうか？
ミニマムな財布の需要が高まり機能性だけを求めると
デザインのかわいい財布がない。そんな声にお応えして
コンパクトでフォルムもかわいい
「コロンとした小さなお財布」
使い勝手も見た目も嬉しいお財布です。

■内容量
・３つ折り財布 革のパッチワーク お札も小銭も入る「コロン
とした小さなお財布」赤色 １個 95mm×85mm×50mm
■原材料・成分・提供サービス情報
天然皮革：牛革
内貼り：豚革

※画像はイメージです。

ガロチャ

【1210102】
３つ折り財布 革のパッチ
ワーク お札も小銭も入る
「コロンとした小さなお財
布」白色

３つ折り財布 革のパッチワーク お札も小銭も入る「コロンと
した小さなお財布」白色
すべては手作業で職人が１つずつ作成しています。
コロンとした小さなお財布
パッチワーク部分は１パーツづつパズルの様にはめ込み、
ジグザグ縫いでインパクトのあるステッチでデザインしてい
ます。
スマホ決済が進む世の中でカードが必要なくなり、
気が付けば普段使用しているカードは５枚くらいしかないの
ではないでしょうか？
ミニマムな財布の需要が高まり機能性だけを求めると
デザインのかわいい財布がない。そんな声にお応えして
コンパクトでフォルムもかわいい
「コロンとした小さなお財布」
使い勝手も見た目も嬉しいお財布です。

■内容量
・３つ折り財布 革のパッチワーク お札も小銭も入る「コロン
とした小さなお財布」白色 １個 95mm×85mm×50mm
■原材料・成分・提供サービス情報
天然皮革：牛革
内貼り：豚革

画像はイメージです。

ガロチャ

【1200678】
三河牛(黒毛和種)A5等
級リブロースしゃぶしゃぶ
用 630g+さんかくバラ焼
肉用650gのセット

【配達外のエリア】離島

髙橋精肉店直営「巴山牧場」にてきれいな空気・おいしい
水・安全な飼料を使用して、約20か月間大事に大事に育て
ました。

■内容量
三河牛(黒毛和種)A5等級
・リブロースしゃぶしゃぶ用:630g
・さんかくバラ焼肉用:650g
■賞味期限:発送日より30日

※冷凍状態でのお届けとなります。
※画像はイメージです。

株式会社髙橋精肉
店
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【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

自然豊かな岡崎市の公共広場での、ご持参のドローンによ
る飛行を楽しむコースです。 寄付お申し込み受付後、DSA
サテライト岡崎校よりチケットを送付します。

チケット到着後、以下の日程からご予約ください。（電話・
メール・FAX）
2022年1月・・11日(火)、18日(火)
2022年2月・・8日(火)、22日(火)
2022年3月・・8日(火)、22日(火)
※時間は、午前の部=10時～12時、午後の部=13時～15時
のいずれかを選択。
※各日各部3組を受付上限とします(先着順)。
先着順となりますので、定員となりましたら2022年4月以降
の日程をご案内いたします。
※2022年4月以降の飛行体験は、後日、あらためて募集し
ます。

■お礼品の内容
・岡崎市の大自然でドローン飛行体験[2時間分×1枚]
DSAサテライト岡崎校スタッフが同行いたします。
・サービス提供地:岡崎市淡淵町の公共広場を予定
・有効期限：2022年3月22日（期限内のご利用が難しく、2022
年4月以降をご希望の場合はご相談ください。）

■注意事項/その他
※ドローンはご持参ください。現地でのバッテリー充電は可
能です。
※ドローンのレンタルや操縦指導をご希望の方は「レンタル
付きコース（70,000円）」をお申込ください。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。
※現地までの交通費等は自己負担となります。（無料駐車
場あり）
※天候により飛行困難な場合は、飛行体験日を変更できま
す(チケット有効期限内に限る)。
※ドローンで撮影した画像や映像の商用利用はご遠慮くだ
さい。
※施設内は禁煙・ペットの持込禁止です。
※画像はイメージです。

【1261563】
岡崎市の大自然でドロー
ン飛行体験【2022年１月
～３月体験】

【申込受付期間】
～ 2022年3月1日

ＤＳＡサテライト岡崎
校

受付期間外
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【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

【1246482】
oka-d-art (オカディー
アート) アウトドア 囲炉裏
テーブル アイアン 焚き
火テーブル

アウトドアで家族や仲間と焚き火台を囲み、ゆったりとした
時間をくつろげる、上質な木触りのテーブル。
板をアイアン脚の隙間に入れ込むだけで、簡単に組み立て
られるのも嬉しいポイント。さらに、自由自在に組み合わせ
て形を変えることができ、人数やシチュエーションに合わせ
てお使いいただけます。

■内容量
テーブル板：4枚
アイアン脚：4ケ
※画像の焚き火台は付属しないので御注意ください。

■サイズ
〇テーブル板
・厚さ： 約 １５ｍｍ
・大きさ：
約 奥行き８５０ｍｍ×横８５０ｍｍ（展開して広げた状態）
約 幅１５０ｍｍ×長さ８５０ｍｍ（板1枚の大きさ）
・高さ： 脚を正常な状態にセットすると、約３００ｍｍ（個体差
あり）

〇アイアン脚
・脚の丸棒の太さ： Φ9ｍｍ
・脚の幅： 約230mm×長さ350ｍｍ

〇重量
テーブル 約4200g、アイアン脚 約2650g
合計 約6850g

■注意事項/その他
※アイアン部の塗装は焼付塗装では無いので剥がれる事
が有ります。
※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

【1274878】
oka-d-art （ロゴレーザー
刻印入り） アウトドア ア
イアンラック 2段タイプ

簡単に組み立てが出来る、お部屋の中でも外でも持ち運び
自由なアイアンラックの2段タイプです。

■内容量
・アイアンラック2段タイプ[1セット]

テーブル板＝2枚
アイアン脚＝2ケ

【板の大きさ】
板の厚さ： 約 １５ｍｍ
板の大きさ：（上段用）約300ｍｍ×800ｍｍ

（下段用）約300ｍｍ×1000ｍｍ
組立時の高さ： 下段/床から約３００ｍｍ・上段/床から約
720ｍｍ （個体差が有ります。）

【アイアン脚の大きさ】
脚の丸棒の太さ： Φ１３ｍｍ
脚の幅： 約３３０mm×長さ８４０ｍｍ

【重量】
テーブル 約 4500ｇ
アイアン脚 約5500g 合計 約10ｋg

■注意事項/その他
・アイアン部は直射日光が当たると熱くなることが有ります。
・アイアン部の塗装は焼付塗装では無いので剥がれること
が有ります。
※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

【1146755】
【愛知県岡崎市】一
休.com・Yahoo!トラベル
割引クーポン(15,000円
分)

一休.comまたはYahoo!トラベルにおける、愛知県岡崎市の
対象宿泊施設のオンライン予約時に利用できる割引クーポ
ンです。
※クーポンを利用して宿泊施設を予約するには、一休.com
またはYahoo!トラベルへのログインが必要です。

■内容
・割引クーポン：15,000円分
・対象宿泊施設所在地：愛知県岡崎市
・有効期限：1年～1年半
※寄付お申込みの時期により有効期限は異なります。

■ご利用の流れ
(1)寄付お申込み後、さとふるより割引クーポンコード・有効
期限が記載されたハガキを郵送します。ハガキ裏面のQR
コードから、対象宿泊施設をご確認ください。
(2)対象施設からご希望の宿泊施設を選び、割引クーポンを
ご利用の上、一休.comまたはYahoo!トラベルにてご予約くだ
さい。（必ず予約時に割引クーポンコードをご入力ください）

■注意事項
・有効期限を過ぎるとご利用いただけなくなります。また、
チェックアウト日が、有効期限を超えるご予約ではご利用い
ただけません。
・割引クーポンは、1回のご予約につき、1コードずつのご利
用となります。また、複数のご予約に分けて利用することは
できません。
・GoToトラベルキャンペーンを含む、他の割引クーポンとの
併用ができません。
・対象の宿泊施設は、寄付お申込みの時期により変更とな
る場合がございます。 対象宿泊施設一覧に記載がある宿
泊施設であっても、営業状況や予約状況により、希望の施
設を予約できない場合がございます。
・割引クーポンをYahoo!トラベルにてご利用いただく場合、
Yahoo!トラベル「宿泊予約」でのみご利用いただけます。「宿
泊予約(各社比較)」及び「ヤフーパック(宿泊+航空券)」では
ご利用いただけませんので、予めご了承ください。
・すでにご予約が完了している場合、後から割引クーポン
を適用することはできません。
・ご予約をキャンセルされた場合、ご利用いただいた割引
クーポンは即時返還され、有効期限内であれば別のご予約
で再度ご利用いただけます。
・割引クーポンをご利用にならなかった場合、現金による払
い戻しはできません。
・割引クーポンの券面額が予約金額を上回る場合であって
も、釣銭は出ません。
・割引クーポンコードは再発行できませんのでご注意くださ
い。

※画像はイメージです。

株式会社一休

【一休.com】 対象宿泊施設一覧
https://www.ikyu.com/ap/srch/CouponUs
ableAccommodation.aspx?cmid=80116

【Yahoo!トラベル】 対象宿泊施設一覧
https://travel.yahoo.co.jp/coupons/80116

※対象となる宿泊施設は一休.comと

Yahoo!トラベルで異なります。
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【寄附金区分50,000円以上】

業者名商品名 画像

【1286823】
oka-d-art 黒皮鉄板 300
角用 ロータイプ蓋付き7
点セット 厚さ4.5mm×300
×300

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※ミドルサイズ300角用のステンレス製蓋(蓋高さロータイプ
40mm)付き黒皮鉄板など合計7点セットです。

■内容量
・黒皮鉄板(穴有り)/鉄板専用ヘラ(大)/鉄板敷き兼まな板/
ステンレス製蓋(ロータイプ40mm)/ステンレス製ロングハン
ドル/革製ハンドルカバー(オレンジ)/トートバック収納袋の7
点セット
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中
にコンパクトに収納できます。

■製品規格
【黒皮鉄板の厚さと大きさ】
t4.5mm×約300mm×約300mm
【黒皮鉄板単品とセット品の重量】
黒皮鉄板単品:約3.2kg 7点セット:約5.1kg
【蓋の大きさと重量】
t1mm×255mm×255mm×高さ40mm 重量約1kg

■注意事項/その他
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分55,000円以上】

【1203910】
徳川家康生誕の地『岡
崎』 家紋石

岡崎市ならではの「徳川葵の紋」をメインに、徳川家康生誕の地
岡崎を下部に彫り込みました。来客時などで目に付くスペースに
本品を飾ることで、岡崎桜まつりや家康行列など、岡崎ならでは
の話題のきっかけになればと思い家紋石を制作いたしました。黒
みかげ石を使用することにより、重厚な高級感のある仕上がりと
なっております。お部屋のインテリア、飾り物、家宝としてもご使
用いただける逸品です。また、記念日やお祝いの贈り物、お返し
の品、国内外の方へのお土産などにもご利用ください。

■内容量
・徳川家康生誕の地『岡崎』家紋石5号 1石 (1枚)
■原材料・成分・提供サービス詳細
・黒みかげ石 (印度産)
サイズ(縦×横×厚み)：15cm×15cm×2cm
重量：1.5Kg

※画像はイメージです。

岡崎石工業株式会
社

【1215689】
oka-d-art 黒皮鉄板 B6-
Lタイプ 本革鉄板ケース8
点セット t4.5mm×140×
190

スモールサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。B6サイズの焚き火台
などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材が
ジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シーズニ
ングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で使用
しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜひ一度お
試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい設計
となっています。
※oka-d-art製黒皮鉄板B6サイズのLタイプ用本革ケース・サス
ペンダー付きの8点セットです。
※oka-d-art製のLタイプ用（140mm×190mm）用の黒皮鉄板が鉄
板ケースの中に入りステンレス製蓋をサスペンダーで固定出来ま
す。
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中に収
納できます。
※御利用に際してシーズニング説明書が付属いたします。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/黒皮鉄板ケース（キャメル）/鉄板専用ヘラ
（中）/ステンレス製ショートハンドル/本革製ハンドルカバー（オレ
ンジ）/まな板兼鉄板敷き/ステンレス製蓋/蓋固定用サスペン
ダー付き 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約140mm×約190mm
【重量】黒皮鉄板単品：約800g、8点セット重量：約1.3kg
・本革ケース
【大きさ】約170mm×220mm
【重量】約100g
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱いに
は十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届かない位
置に鉄板を置くようにお願いします。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分55,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1214471】
スカットウイルス除菌剤
500ml、ヴィセブン犬猫除
菌剤500ml、スプレー
50ml、ジェル50mlG

除菌剤（500ml)、犬猫用除菌剤(500ml)、手指消毒剤（スプレータ
イプ50ml、ジェルタイプ50ml）の4種セットです。
除菌剤は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・消臭効果のあ
る除菌剤です。トイレや机・椅子などに噴霧しながらふき取る事で
除菌、消臭、洗浄が出来ます。
除菌剤（犬猫用）は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・消臭
効果のある除菌剤です。ペット周りの消臭、洗浄などご使用くださ
い。
アルコールスプレー・ジェルは、アルコール成分を75％含みます
が、保湿成分ヒアルロン酸を配合したお肌にやさしい製品となっ
ています。スプレーは手指、スマホ、トイレ、ドアノブ等に、ジェル
は手指の消毒にお使いください。

■内容量
・スカットウイルス除菌剤[500ml×5本]

使用期限：製造日から2年
・ヴィセブン除菌剤(犬猫除菌剤)[500ml×5本]

使用期限：製造日から2年
・スカットウイルスアルコール消毒スプレー[50ml×6本]

使用期限：製造日から3年
・スカットウイルスアルコール消毒ジェル[50ml×6本]

使用期限：製造日から3年

■注意事項/その他
・アルコールスプレー・ジェルについては、アルコール度が75%あ
るため、容器の保管にはご注意ください。特に夏場においては、
容器の変形や引火する恐れがあるので必ずポケットやバッグの
中に保管してください。
・本品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノー
ルの代替品として、手指消毒に使用できます。

※画像はイメージです。

株式会社エス・アイ・
シー

【1215701】
oka-d-art 黒皮鉄板 250
×165用 蓋+本革鉄板
ケース付セット t4.5×250
×165

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き火台
などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食材が
ジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度シーズニ
ングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かなくなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火で使用
しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。ぜひ一度お
試しください。
※黒皮鉄板の4辺を軽く折り曲げて油や食材がこぼれにくい設計
となっています。
※ミドルサイズのoka-d-art製黒皮鉄板250×165用の本革ケー
ス・サスペンダー付き8点セットです。
※oka-d-art製の250×165用の黒皮鉄板が鉄板ケースの中に入
りステンレス製蓋をサスペンダーで固定出来ます。
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中に収
納できます。

■内容量
・黒皮鉄板（穴有り）/黒皮鉄板ケース（キャメル）/鉄板専用ヘラ
（大）/ステンレス製ショートハンドル/本革製ハンドルカバー（オレ
ンジ）/まな板兼鉄板敷き/ステンレス製蓋/蓋固定用サスペン
ダー付き 1セット
■原材料・成分・提供サービス情報
・黒皮鉄板
【厚さとサイズ】t4.5mm×約250mm×約165mm
【重量】黒皮鉄板単品：約1.4kg、8点セット重量：約3kg
・ステンレス製蓋
【板厚と大きさ・重量】t1mm×約205mm×約120mm×高さ40mm、
約400g
・革製ケース
【大きさ】約290mm×200mm
■注意事項／その他
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取扱いに
は十分に注意してください。特に小さなお子様の手の届かない位
置に鉄板を置くようにお願いします。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分55,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1232810】
【レンタカー】NBロードス
ターVS 24時間乗り放題
チケット

「NBロードスターVS」の24時間乗り放題チケットです。記念
日など、大切な人へのサプライズにもおすすめ。
海や山へのお供にぴったりな一台で、特別な一日をお過ご
しください。

■内容
・【レンタカー】NBロードスターVS 24時間乗り放題チケット[1
回]

■有効期限
・発送日から半年以内

■寄附お申し込み後の流れ
・お申込み後、スパイスレンタカー岡崎よりレンタカー予約方
法を記載した申込書とレンタカー利用券を送付します。
・申込書の内容をご確認・ご記入いただき、スパイスレンタ
カー岡崎へお電話にてご予約ください。
※休業日でお車のレンタルが出来ない日がございます。(不
定休)

■注意事項/その他
※返却時にはガソリンを満タンにしてください。(ガソリン代は
寄付者様ご負担)
※申込書とレンタカー利用券は必ずお持ちください。ご持参
なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ませ
ん。(規定の料金をご請求させて頂きます。)
※有効期日を過ぎた場合、サービスはご利用頂けません。
※払戻等は出来ません。

スパイスレンタカー
岡崎

【1214481】
スカットウイルス除菌剤
500ml、アルコールスプ
レー50ml、アルコール
ジェル50ml H

除菌剤（500ml)、手指消毒剤（スプレータイプ50ml、ジェルタイプ
50ml）の3種セットです。
除菌剤は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmの除菌・消臭効果のあ
る除菌剤です。トイレや机・椅子などに噴霧しながらふき取る事で
除菌、消臭、洗浄が出来ます。
アルコールスプレー・ジェルは、アルコール成分を75％含みます
が、保湿成分ヒアルロン酸を配合したお肌にやさしい製品となっ
ています。スプレーは手指、スマホ、トイレ、ドアノブ等に、ジェル
は手指の消毒にお使いください。

■内容量
・スカットウイルス除菌剤[500ml×5本]

使用期限：製造日から2年
・スカットウイルスアルコール消毒スプレー[50ml×12本]

使用期限：製造日から3年
・スカットウイルスアルコール消毒ジェル[50ml×12本]

使用期限：製造日から3年

■注意事項/その他
・アルコールスプレー・ジェルについては、アルコール度が75%あ
るため、容器の保管にはご注意ください。特に夏場においては、
容器の変形や引火する恐れがあるので必ずポケットやバッグの
中に保管してください。
・本品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノー
ルの代替品として、手指消毒に使用できます。

※画像はイメージです。

株式会社エス・アイ・
シー
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【寄附金区分55,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1262476】
おかざき楽の湯 全日入
泉券22枚

岡崎市内のスーパー銭湯「おかざき 楽の湯」の入泉券22枚
セット。JR「岡崎駅」より徒歩15分ほどに位置し、無料駐車
場（200台）も完備しています。
自慢の大庭園露天風呂をはじめ、開放感満天の中5種のお
湯を楽しむことができる楽の湯。内風呂では高濃度炭酸泉
や各種アイテムバス、大型スタジアム湿式サウナとスチー
ム塩サウナの2種類のサウナを完備し、内風呂も存分に楽
しめます。
また、入泉料のみで「コミック1万冊」「フィットネスコーナー」
「リクライナーコーナー」「屋外大型子供広場」「フリーWi-Fi」
等を無料でご利用可能です。

■内容量
・おかざき楽の湯[全日入泉券22枚]

■注意事項/その他
※寄付お申し込み後、おかざき楽の湯よりチケットを送付し
ます。
※ご予約は必要ありません。ご到着時にフロントにお渡しく
ださい。
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ナカシロ

【1284536】
３つ折り財布 革のパッチ
ワーク お札も小銭も入る
「コロンとした小さなお財
布」TYPE:徳川家康

クレジットカードサイズを基準に折り畳み、紙幣も硬貨も収
納できるコンパクトサイズのお財布です。パッチワークのカ
ラー展開は、折り畳みチェア「SHOW-GI」とのコラボレーショ
ン。
岡崎市が生誕の地である「徳川家康」をモチーフとしたカ
ラーです。

■内容量
・３つ折り財布 革のパッチワーク お札も小銭も入る「コロン
とした小さなお財布」TYPE:徳川家康[1個]

■原材料・成分
牛革、山羊革、豚革（内貼り）

■注意事項/その他
・お申し込み後生産でのお礼品となっておりますので、お申
し込み後お時間をいただいております。
・お時間がかかってしまい申し訳ございませんが、一人の職
人によって作り上げる作品となるためご容赦くださいませ。

※画像はイメージです。

ガロチャ
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【寄附金区分55,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1284537】
３つ折り財布 革のパッチ
ワーク お札も小銭も入る
「コロンとした小さなお財
布」TYPE:織田信長

クレジットカードサイズを基準に折り畳み、紙幣も硬貨も収
納できるコンパクトサイズのお財布です。パッチワークのカ
ラー展開は、折り畳みチェア「SHOW-GI」とのコラボレーショ
ン。
岡崎市が生誕の地である「織田信長」をモチーフとしたカ
ラーです。

■内容量
・３つ折り財布 革のパッチワーク お札も小銭も入る「コロン
とした小さなお財布」TYPE:織田信長[1個]

■原材料・成分
牛革 山羊革、豚革（内貼り）

■注意事項/その他
・お申し込み後生産でのお礼品となっておりますので、お申
し込み後お時間をいただいております。
・お時間がかかってしまい申し訳ございませんが、一人の職
人によって作り上げる作品となるためご容赦くださいませ。

※画像はイメージです。

ガロチャ

【1284538】
３つ折り財布 革のパッチ
ワーク お札も小銭も入る
「コロンとした小さなお財
布」TYPE:豊臣秀吉

クレジットカードサイズを基準に折り畳み、紙幣も硬貨も収
納できるコンパクトサイズのお財布です。パッチワークのカ
ラー展開は、折り畳みチェア「SHOW-GI」とのコラボレーショ
ン。
岡崎市が生誕の地である「豊臣秀吉」をモチーフとしたカ
ラーです。

■内容量
・３つ折り財布 革のパッチワーク お札も小銭も入る「コロン
とした小さなお財布」TYPE:豊臣秀吉[1個]

■原材料・成分
牛革 山羊革、豚革（内貼り）

■注意事項/その他
・お申し込み後生産でのお礼品となっておりますので、お申
し込み後お時間をいただいております。
・お時間がかかってしまい申し訳ございませんが、一人の職
人によって作り上げる作品となるためご容赦くださいませ。

※画像はイメージです。

ガロチャ
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【寄附金区分55,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1286822】
oka-d-art 黒皮鉄板 300
角用 ハイタイプ蓋付き7
点セット 厚さ4.5mm×300
×300

ミドルサイズの黒皮鉄板（穴有り）です。ミドルサイズの焚き
火台などに御利用頂けるソロキャンプ用です。
黒皮鉄板で料理すると素材の旨味が中にとじ込められ、食
材がジューシーになります。
「重くて、錆びる」というイメージがある鉄板ですが、一度
シーズニングを行うことでほとんど鉄板に食材がくっ付かな
くなります。
黒皮鉄板は非常に丈夫で頑丈なので、アウトドアの焚き火
で使用しても良し、御家庭のIHクッキングで使用しても良し。
ぜひ一度お試しください。
※ミドルサイズ300角用のステンレス製蓋(蓋高さハイタイプ
80mm)付き黒皮鉄板など合計7点セットです。

■内容量
・黒皮鉄板(穴有り)/鉄板専用ヘラ(大)/鉄板敷き兼まな板/
ステンレス製蓋(ハイタイプ80mm)/ステンレス製ロングハンド
ル/革製ハンドルカバー(オレンジ)/トートバック収納袋の7点
セット
※鉄板専用ヘラと鉄板敷き兼まな板はステンレス製蓋の中
にコンパクトに収納できます。

■製品規格
【黒皮鉄板の厚さと大きさ】
t4.5mm×約300mm×約300mm
【黒皮鉄板単品とセット品の重量】
黒皮鉄板単品:約3.2kg 7点セット:約5.5kg
【蓋の大きさと重量】
t1mm×255mm×255mm×高さ80mm: 重量約1.4kg

■注意事項/その他
・鉄板の表面には製作時の小傷があります。
・黒皮鉄板の料理後は大変鉄板が熱くなっています。お取
扱いには十分に注意してください。特に小さなお子様の手の
届かない位置に鉄板を置くようにお願いします。

※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分60,000円以上】

【1200021】
積み木と収納BOX(木製
箱、家形積み木52個)

地元岡崎産の杉・桧を使用し、自社で製作しています。積み
木はそのシンプルな形から想像力と創造力を養います。さら
に木がもつ温かさや香りに包まれることで感覚的に心地よ
く、一つ一つ丁寧に作られている為すべすべしていて手触り
が良いです。小さなお子様が口に入れても安心な無垢の木
で作った積み木をぜひご家族でお楽しみください。

■内容量
積み木と収納BOX
・箱(幅405×奥行330mm×高さ200mm)2.0kg
・積み木・大(幅90mm×奥行90mm×高さ135mm)500g×4個
・小(幅45mm×奥行45mm×高さ65mm)50g×32個
・横長(幅90mm×奥行45mm×高さ65mm)140g×8個
・縦長(幅45mm×奥行45mm×高さ100mm)140g×8個
総重量7.8kg
■原材料・成分・提供サービス詳細
箱:杉、積み木:桧
■注意事項/その他
無垢材・無塗装の為、多少の割れや反り、重さのバラツキが
出る場合があります。

※画像はイメージです。

小原木材株式会
社

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分65,000円以上】

【1215115】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション メガポトラ240リット
ル ニットカバー付(ベー
ジュ)

特大サイズの三角型のメガポトラ240リットルです。
人をダメにする度ナンバーワン！メガビーズクッションに包
まれて、おうちでリラックスしたい方にオススメです。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかニットカバーは、三角型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフ
をはじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション メガポトラ240リットル ニットカバー付
(ベージュ) １個
サイズ:W90×D125×H70cm 重量:約4.70kg

■原材料・成分・提供サービス情報
カバー：ポリエステル100%
中袋：ポリエステル100%
中材：発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1215116】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション メガポトラ240リット
ル ニットカバー付(チャ
コールグレー)

特大サイズの三角型のメガポトラ240リットルです。
人をダメにする度ナンバーワン！メガビーズクッションに包
まれて、おうちでリラックスしたい方にオススメです。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
やわらかニットカバーは、三角型なのでカバーリングが簡単
です。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフ
をはじめましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行って
おります。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・
その他の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってま
ごころとともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション メガポトラ240リットル ニットカバー付
(チャコールグレー) 1個
サイズ:W90×D125×H70cm 重量:約4.70kg

■原材料・成分・提供サービス情報
カバー：ポリエステル100%
中袋：ポリエステル100%
中材：発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

※色は、深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナル
チャコールグレーです。
※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法に
てお届け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分65,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1232811】
【レンタカー】ZC33Sスイ
フトスポーツ 24時間乗り
放題チケット

「ZC33Sスイフトスポーツ」の24時間乗り放題チケットです。
記念日など、大切な人へのサプライズにもおすすめ。
海や山へのお供にぴったりな一台で、特別な一日をお過ご
しください。

■内容
・【レンタカー】ZC33Sスイフトスポーツ 24時間乗り放題チ
ケット[1回]

■有効期限
・発送日から半年以内

■寄附お申し込み後の流れ
・お申込み後、スパイスレンタカー岡崎よりレンタカー予約方
法を記載した申込書とレンタカー利用券を送付します。
・申込書の内容をご確認・ご記入いただき、スパイスレンタ
カー岡崎へお電話にてご予約ください。
※休業日でお車のレンタルが出来ない日がございます。(不
定休)

■注意事項/その他
※返却時にはガソリンを満タンにしてください。(ガソリン代は
寄付者様ご負担)
※申込書とレンタカー利用券は必ずお持ちください。ご持参
なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ませ
ん。(規定の料金をご請求させて頂きます。)
※有効期日を過ぎた場合、サービスはご利用頂けません。
※払戻等は出来ません。

スパイスレンタ
カー岡崎

【1274879】
oka-d-art サイドテーブ
ル アイアン アイアンラッ
ク ソロキャンプ アウトド
ア

アウトドアでも屋内でも御使用頂ける2段タイプのアイアンサ
イドテーブルです。

■内容量
・アイアンサイドテーブル［1セット］

木部天板＝2枚
アイアンサイドプレート＝2枚

【サイズ】
（上段用）約300ｍｍ×約800ｍｍ
（下段用）約300ｍｍ×約1000ｍｍ
（アイアン脚）約325ｍｍ×約475ｍｍ

組立時の高さ： 下段/床から約100ｍｍ・上段/床から約380
ｍｍ （個体差が有ります。）

【重量】
テーブル 約4700ｇ
アイアン脚 約5300g 合計 約10ｋg

■注意事項/その他
・アイアン部は直射日光が当たると熱くなることが有ります。
・アイアン部の塗装は焼付塗装では無いので剥がれること
が有ります。
※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分70,000円以上】

【1203207】
肌美人plus コーラル

肌美人plusはパーソナルカラー理論に基づきデザインしまし
た。
「コーラル」は顔に血色をのせ、明るくてハリのある、若々しく
キュートなイメージになり、顔色の悪さをカバーしたり、寂し
げな印象を華やかに見せます。ピンクは目の下のシワをピ
ンとはったように見せる効果もあります。
・目の周りは、紫外線によりダメージを受けシミ・シワの原因
や、白内障などの原因にもなるといわれおり、肌美人plusは
有害な紫外線をほぼ100％カットし大切な目元を守り、近年
話題の”ブルーライト”も抑え、目と目元を保護します。
・顔に沿ったフレーム構造で驚くほどのフィット感と鼻幅を狭
くすることで視線を中央に集め小顔効果を演出、βチタン製
フレームで16.8ｇの軽量サングラスを実現し、ノーズパットは
やわらかいシリコン製を使用し、”ズレにくく”鼻への負担を
軽減しています。
・携帯に便利なポケットサイズの”折りたたみ”メガネケース
付き。お出かけにも邪魔にならない携帯性を追求しました。

■内容量
・本体16.8g (包装145g✕1個)
■原材料・成分・提供サービス詳細
・レンズ：プラスチック
・フレーム：βチタン
■付属品
・サングラスケース
・レンズ拭き布（原産地:中国）

※画像はイメージです。

東海光学株式会社

【1203218】
肌美人plus ブラウント
パーズ

肌美人plusはパーソナルカラー理論に基づきデザインしまし
た。
「ブラウントパーズ」は顔に血色をのせるので、肌がいきいき
と元気にハリツヤ感を増して、顔をはっきりした印象に見せ
ます。ライトブラウンは、肌に馴染みやすく肌の不調を目立
たなくさせる効果もあります。
・目の周りは、紫外線によりダメージを受けシミ・シワの原因
や、白内障などの原因にもなるといわれおり、肌美人plusは
有害な紫外線をほぼ100％カットし大切な目元を守り、近年
話題の”ブルーライト”も抑え、目と目元を保護します。
・顔に沿ったフレーム構造で驚くほどのフィット感と鼻幅を狭
くすることで視線を中央に集め小顔効果を演出、βチタン製
フレームで16.8ｇの軽量サングラスを実現し、ノーズパットは
やわらかいシリコン製を使用し、”ズレにくく”鼻への負担を
軽減しています。
・携帯に便利なポケットサイズの”折りたたみ”メガネケース
付き。お出かけにも邪魔にならない携帯性を追求しました。

■内容量
・本体16.8g (包装145g✕1個)
■原材料・成分・提供サービス詳細
・レンズ：プラスチック
・フレーム：βチタン
■付属品
・サングラスケース
・レンズ拭き布（原産地:中国）

※画像はイメージです。

東海光学株式会社

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分70,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1203219】
肌美人plus オリエンタル

肌美人plusはパーソナルカラー理論に基づきデザインしまし
た。
「オリエンタル」は肌を白く見せ、顔の線がソフトに感じられ、
肌はなめらかな均一感がでて、華やかでエレガントな印象に
見せます。パープルは、クマを目立たなくする効果もありま
す。
・目の周りは、紫外線によりダメージを受けシミ・シワの原因
や、白内障などの原因にもなるといわれおり、肌美人plusは
有害な紫外線をほぼ100％カットし大切な目元を守り、近年
話題の”ブルーライト”も抑え、目と目元を保護します。
・顔に沿ったフレーム構造で驚くほどのフィット感と鼻幅を狭
くすることで視線を中央に集め小顔効果を演出、βチタン製
フレームで16.8ｇの軽量サングラスを実現し、ノーズパットは
やわらかいシリコン製を使用し、”ズレにくく”鼻への負担を
軽減しています。
・携帯に便利なポケットサイズの”折りたたみ”メガネケース
付き。お出かけにも邪魔にならない携帯性を追求しました。

■内容量
・本体16.8g(包装145g✕1個)
■原材料・成分・提供サービス詳細
・レンズ：プラスチック
・フレーム：βチタン
■付属品
・サングラスケース
・レンズ拭き布（原産地:中国）

※画像はイメージです。

東海光学株式会社

【1203220】
肌美人plus スパイシー

肌美人plusはパーソナルカラー理論に基づきデザインしまし
た。
「スパイシー」は顔色を白く見せ、顔の輪郭がすっきりして小
顔効果があるため、引き締まったクールでシャープな印象に
見せ、凛としたかっこいい女性に見せる効果もあります。
・目の周りは、紫外線によりダメージを受けシミ・シワの原因
や、白内障などの原因にもなるといわれおり、肌美人plusは
有害な紫外線をほぼ100％カットし大切な目元を守り、近年
話題の”ブルーライト”も抑え、目と目元を保護します。
・顔に沿ったフレーム構造で驚くほどのフィット感と鼻幅を狭
くすることで視線を中央に集め小顔効果を演出、βチタン製
フレームで16.8ｇの軽量サングラスを実現し、ノーズパットは
やわらかいシリコン製を使用し、”ズレにくく”鼻への負担を
軽減しています。
・携帯に便利なポケットサイズの”折りたたみ”メガネケース
付き。お出かけにも邪魔にならない携帯性を追求。

■内容量
・本体16.8g(包装145g✕1個)
■原材料・成分・提供サービス詳細
・レンズ：プラスチック
・フレーム：βチタン
■付属品
・サングラスケース
・レンズ拭き布（原産地:中国）

※画像はイメージです。

東海光学株式会社
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【寄附金区分70,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1203221】
肌美人plus アンティーク

肌美人plusはパーソナルカラー理論に基づきデザインしまし
た。
「アンティーク」は肌の透明感を保ちながら血色を少しプラス
し、ナチュラルな印象に見せます。ブラウンは顔を立体的に
見せ、目元のクマや影を緩和させる効果もあります。
・目の周りは、紫外線によりダメージを受けシミ・シワの原因
や、白内障などの原因にもなるといわれおり、肌美人plusは
有害な紫外線をほぼ100％カットし大切な目元を守り、近年
話題の”ブルーライト”も抑え、目と目元を保護します。
・顔に沿ったフレーム構造で驚くほどのフィット感と鼻幅を狭
くすることで視線を中央に集め小顔効果を演出、βチタン製
フレームで16.8ｇの軽量サングラスを実現し、ノーズパットは
やわらかいシリコン製を使用し、”ズレにくく”鼻への負担を
軽減しています。
・携帯に便利なポケットサイズの”折りたたみ”メガネケース
付き。お出かけにも邪魔にならない携帯性を追求しました。
■内容量
・本体16.8g(包装145g✕1個)
■原材料・成分・提供サービス詳細
・レンズ：プラスチック
・フレーム：βチタン
■付属品
・サングラスケース
・レンズ拭き布（原産地:中国）

※画像はイメージです。

東海光学株式会社

【1203223】
肌美人plus インディコラ
イト

肌美人plusのカラーはパーソナルカラー理論に基づきデザ
インしました。
「インディコライト」は肌を白く見せ、透明感をプラスし、知性
的でクールな印象に見せます。ブルーグレーカラーは顔の
輪郭を引き締め、すっきりさわやかに魅せる効果もありま
す。
・目の周りは、紫外線によりダメージを受けシミ・シワの原因
や、白内障などの原因にもなるといわれおり、肌美人plusは
有害な紫外線をほぼ100％カットし大切な目元を守り、近年
話題の”ブルーライト”も抑え、目と目元を保護します。
・顔に沿ったフレーム構造で驚くほどのフィット感と鼻幅を狭
くすることで視線を中央に集め小顔効果を演出、βチタン製
フレームで16.8ｇの軽量サングラスを実現し、ノーズパットは
やわらかいシリコン製を使用し、”ズレにくく”鼻への負担を
軽減しています。
・携帯に便利なポケットサイズの”折りたたみ”メガネケース
付き。お出かけにも邪魔にならない携帯性を追求しました。
■内容量
・本体16.8g(包装145g✕1個)
■原材料・成分・提供サービス詳細
・レンズ：プラスチック
・フレーム：βチタン
■付属品
・サングラスケース
・レンズ拭き布（原産地:中国）

※画像はイメージです。

東海光学株式会社
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【寄附金区分70,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1261569】
岡崎市の大自然でドロー
ン飛行体験(ドローンレン
タル付き) 【2022年１月～
３月体験】

【申込受付期間】
～ 2022年3月1日

自然豊かな岡崎市の公共広場での、レンタルドローンを
使った飛行体験ができるコースです。 寄付お申し込み受付
後、DSAサテライト岡崎校よりチケットを送付します。

チケット到着後、以下の日程からご予約ください。（電話・
メール・FAX）
2022年1月・・11日(火)、18日(火)、
2022年2月・・8日(火)、22日(火)
2022年3月・・8日(火)、22日(火)
※時間は、午前の部=10時～12時、午後の部=13時～15時
のいずれかを選択。
※各日各部3組を受付上限とします(先着順)。
先着順となりますので、定員となりましたら2022年４月以降
の日程をご案内いたします。
※2022年４月以降の飛行体験は、後日、あらためて募集し
ます。

■お礼品の内容
・岡崎市の大自然でドローン飛行体験（ドローンレンタル付
き）[2時間分×1枚]
DSAサテライト岡崎校スタッフが同行し、ご希望により操縦
指導を行います。
・サービス提供地:岡崎市淡淵町の公共広場を予定
・有効期限:2022年3月22日（期限内のご利用が難しく、2022
年4月以降をご希望の場合はご相談ください。）

■注意事項/その他
※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由
に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金
をご請求させて頂きます。)
※期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。
※チケットの払戻等は出来ません。
※現地までの交通費等は自己負担となります。（無料駐車
場あり）
※天候により飛行困難な場合は、飛行体験日を変更できま
す(チケット有効期限内に限る)。
※ドローンで撮影した画像や映像の商用利用はご遠慮くだ
さい。
※施設内は禁煙・ペットの持込禁止です。
※画像はイメージです。

ＤＳＡサテライト岡崎
校

受付期間外
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【寄附金区分70,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1274826】
HAZAI project ふっくらス
ツール ウォルナット 木製
品 木工品 椅子 チェアー
家具

木の自然な形や色、木目を生かし、端材を使用して作った
優しい座り心地のスツール。ふっくらした座面は職人がひと
つひとつ木の表情を見ながら加工することで、優しい座り心
地を実現しています。
節があったり、特徴的な木目だったりすることも。天然の木
材ならではの表情が楽しめます。

■内容量
・ふっくらスツール ウォルナット[1脚]

■仕様
素材：座面/ウォルナット 脚部/ブナ
塗装：オイル塗装
サイズ：幅320～350×奥行240～270×高さ415mm
重さ:3～4kg(樹種の比重によって異なります）

■注意事項/その他
※天然の木材を使用しているため、全ての製品の木目や色
合いが異なり、節が入る場合もございます。また、ご使用中
に反りやねじれが生じる場合がございます。
※座面の形状は、無垢材の状態を最大限活かして製作して
いるため、30mmほどのサイズ違いがあります。(高さは統一
しています。)
※普段のお手入れは、乾いた布で軽く拭くだけでOKです。
※汚れが気になる場合は、細かいサンドペーパー（400番程
度）で木目に沿って軽く表面を研磨し、家具用オイルを布に
染み込ませて塗った後、乾拭きしよく乾燥させてください。

※画像はイメージです。

岡崎製材株式会社

【1274999】
HAZAI project ふっくらス
ツール ホワイト・イエロー
系統 木製 椅子 チェアー
家具

木の自然な形や色、木目を生かし、端材を使用して作った
優しい座り心地のスツール。ふっくらした座面は職人がひと
つひとつ木の表情を見ながら加工することで、優しい座り心
地を実現しています。
節があったり、特徴的な木目だったりすることも。天然の木
材ならではの表情が楽しめます。

■内容量
・ふっくらスツール ホワイト・イエロー系統[1脚]

■仕様
素材：座面/オーク・ホワイトアッシュ・さくらなどホワイト・イエ
ロー色系統の樹種 脚部/ブナ
塗装：オイル塗装
サイズ：幅320～350×奥行240～270×高さ415mm
重さ:3～4kg(樹種の比重によって異なります）

■注意事項/その他
※天然の木材を使用しているため、全ての製品の木目や色
合いが異なり、節が入る場合もございます。また、ご使用中
に反りやねじれが生じる場合がございます。
※座面の形状は、無垢材の状態を最大限活かして製作して
いるため、30mmほどのサイズ違いがあります。(高さは統一
しています。)
※普段のお手入れは、乾いた布で軽く拭くだけでOKです。
※汚れが気になる場合は、細かいサンドペーパー（400番程
度）で木目に沿って軽く表面を研磨し、家具用オイルを布に
染み込ませて塗った後、乾拭きしよく乾燥させてください。

※画像はイメージです。

岡崎製材株式会社
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【寄附金区分70,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1275180】
HAZAI project ふっくらス
ツール ブラウン(赤茶色)
系統 木製 椅子 チェアー
家具

木の自然な形や色、木目を生かし、端材を使用して作った
優しい座り心地のスツール。ふっくらした座面は職人がひと
つひとつ木の表情を見ながら加工することで、優しい座り心
地を実現しています。
節があったり、特徴的な木目だったりすることも。天然の木
材ならではの表情が楽しめます。

■内容量
・ふっくらスツール ブラウン(赤茶色)系統[1脚]

■仕様
素材：座面/チェリーなど赤茶色系統の樹種 脚部/ブナ
塗装：オイル塗装
サイズ：幅320～350×奥行240～270×高さ415mm
重さ:3～4kg(樹種の比重によって異なります）

■注意事項/その他
※天然の木材を使用しているため、全ての製品の木目や色
合いが異なり、節が入る場合もございます。また、ご使用中
に反りやねじれが生じる場合がございます。
※座面の形状は、無垢材の状態を最大限活かして製作して
いるため、30mmほどのサイズ違いがあります。(高さは統一
しています。)
※普段のお手入れは、乾いた布で軽く拭くだけでOKです。
※汚れが気になる場合は、細かいサンドペーパー（400番程
度）で木目に沿って軽く表面を研磨し、家具用オイルを布に
染み込ませて塗った後、乾拭きしよく乾燥させてください。

※画像はイメージです。

岡崎製材株式会社
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【寄附金区分75,000円以上】

【1205197】
即席赤出し「豆女将」豆
腐20箱入り

赤出しを包む最中は風味を重視して１００％国産もち米を使用、菓
子職人が丁寧に手焼きで焼き上げています。
モチモチなのに香ばしいもなかの中から、風味豊かな八丁味噌の
赤出汁が！
初めて出会う美味しさと楽しさをご家庭へお届けします。

「おもたせ」として軽量でかさばらず持ち帰りが容易な本格派の即
席赤出しです。
菓子職人手焼きの国産100％もち米の最中に、 愛知県名産のカ
クキュー八丁味噌と天然だし、具材を入れました。

八丁味噌の風味と焼いたもち米の香りは、自信作です。
熱湯を注ぐと簡単に料理旅館の味をお楽しみいただけます。

■内容量
・即席赤出し「豆女将」豆腐 20箱（12.8g×4個入り／1箱）
■原材料・成分・提供サービス詳細
豆みそ＜大豆（遺伝子組換え大豆は使用していません）＞、植物
油、もち米、かつお節、てんさい糖、
食塩、酵母エキス、昆布（原材料の一部に小麦を含む）、油揚げ、
＜大豆（遺伝子組換えでない）＞、
豆腐、豆腐用凝固剤、わかめ、増粘剤（グァーガム）、酸化防止剤
（ビタミンＥ）
■賞味期限：製造日より360日
■注意事項
高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所で保存してください

※画像はイメージです。

料理旅館 呑龍

【1230602】
【食卓が騒然】骨付きモ
モがドカンと1本!衝撃の
ビジュアル系チキンカ
レー/中辛
（２４個セット）

中身はほぼ肉というボリューム感！国産おやどりの骨付き
モモがまるごと１本入ったレトルトカレーです。
昔は「かしわ」とも呼ばれていた「おやどり」は、卵を産む鶏
のこと。肉は深い味わいがあり、カレーとの相性は抜群で
す。

■内容量
・六ツ美のあの肉カレー[240g] 24個

■賞味期限
・製造日から２年

■注意事項／その他
・直射日光を避け、常温で保存してください。
・本品に含まれるアレルギー物質（特定原材料及びそれに
準ずるもの） … 乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りん
ご
・本品製造工場では、特定原材料７品目に関し、卵、小麦、
えび、かに、落花生を含む製品を製造しています。

※画像はイメージです。

六ツ美養鶏加工協同組合

商品名 画像 業者名

受付期間外
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【寄附金区分75,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1276305】
【食卓が騒然】骨付きモ
モがドカンと１本！衝撃
のビジュアル系チキンカ
レー/スパイシー味(２４個
セット)

中身はほぼ肉というボリューム感！国産おやどりの骨付き
モモがまるごと１本入ったレトルトカレーのスパイシー味で
す。
昔は「かしわ」とも呼ばれていた「おやどり」は、卵を産む鶏
のこと。肉は深い味わいがあり、カレーとの相性は抜群で
す。

■内容量
・六ツ美のあの肉カレー(スパイシー味)[240ｇ] 24個

■賞味期限
・加工後から２年間

■注意事項／その他
・直射日光を避け、常温で保存してください。
・本品に含まれるアレルギー物質（特定原材料及びそれに
準ずるもの） … 乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りん
ご
・本品製造工場では、特定原材料７品目に関し、卵、えび、
かに、落花生を含む製品を製造しています。

※画像はイメージです。

六ツ美養鶏加工協同組合

【1265139】
喜になる木（木×似顔絵
×筆文字による創作アー
ト）オーダーチケット 三名
様（木材：大サイズ）

木の温もり・似顔絵の温かみ・印象的な筆文字による味わ
い。誕生日や結婚などのお祝いに。世界にたった一つの作
品です。

■内容量
・喜になる木（木×似顔絵×筆文字による創作アート）三名
様用オーダーチケット[1枚]
※使用期限：発行後から6ヶ月

■提供サービス
木材素性：岡崎市額田地区の間伐材
樹 種 ：天然ヒノキ
似顔絵 ：3名様（バストアップ）
筆文字 ：伝えたい言葉やお名前などご希望に合わせます

■寄附お申し込み後の流れ
1.似顔絵＆デザイン タケまるより申込書を送付いたしま
す。
2.申込書の内容をご確認・ご記入いただき、同封のQRコード
またはメールアドレスにご返信下さい。
3.ご返信いただいた申込書に基づき、お礼品をお届けいた
します。※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けがで
きません。

■注意事項/その他
・木材のカットから完全ハンドメイドにて制作するため、納期
にゆとりを持ってオーダーください。
・色味や形など、一点一点個体差があります。
・経年により木材の色味が少しずつ濃くなるような変化をし
ます。
※画像はイメージです。

似顔絵＆デザイン タケま
る
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【寄附金区分80,000円以上】

【1232809】
【レンタカー】BMW335iカ
ブリオレ24時間乗り放題
チケット

「BMW335iカブリオレ」の24時間乗り放題チケットです。記念日な
ど、大切な人へのサプライズにもおすすめ。
海や山へのお供にぴったりな一台で、特別な一日をお過ごしくだ
さい。

■内容
・【レンタカー】BMW335iカブリオレ 24時間乗り放題チケット[1回]

■有効期限
・発送日から半年以内

■寄附お申し込み後の流れ
・お申込み後、スパイスレンタカー岡崎よりレンタカー予約方法を
記載した申込書とレンタカー利用券を送付します。
・申込書の内容をご確認・ご記入いただき、スパイスレンタカー岡
崎へお電話にてご予約ください。
※休業日でお車のレンタルが出来ない日がございます。(不定休)

■注意事項/その他
※返却時にはガソリンを満タンにしてください。(ガソリン代は寄付
者様ご負担)
※申込書とレンタカー利用券は必ずお持ちください。ご持参なしの
場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の
料金をご請求させて頂きます。)
※有効期日を過ぎた場合、サービスはご利用頂けません。
※払戻等は出来ません。

スパイスレンタカー岡崎

商品名 画像 業者名

受付期間外
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【寄附金区分85,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1211071】
ドライヘッドスパ・エステ
仙豆のちから岡崎エルエ
ル店 回数券60分×6枚
チケット

ヘッドヒーリングスパ協会「ヘッドエキスパート」が行う一流の施術
は、今まで体感した事のない睡眠を味わえます。水を使わないの
で仕事帰りや買い物帰りに気軽にご利用出来ますよ。
仙豆のちから岡崎エルエル店の施術内容は頭痛や眼の疲れに対
するサポートはもちろん心身ともに美しく健康に！芯からのリラク
ゼーションをご体験下さい。
◆こだわり情報
夜20時以降も受付OK／当日受付OK／2名以上の利用OK／個室
あり／駐車場あり／2回目以降特典あり／朝10時前でも受付OK／
女性スタッフ在籍／完全予約制／指名予約OK／ショッピングモー
ル内／ドリンクサービスあり／リクライニングチェア／メイクルーム
あり／着替えあり／アメニティまたはコスメが充実
◆コース内容
なかなか取れない疲れを改善したい！と皆様のご要望から生まれ
た頭、首、肩を中心にデコルテのほぐしが付いたコースです！
体が重い、寝た気がしない、これは脳疲労からしっかりと深い睡眠
が取れない為、疲労回復が出来ない事が原因です。仙豆のちから
では 脳に心地よく伝わる上質のタッチングで、硬い頭皮、お辛い
箇所を少しずつゆるめるお手伝いをさせていただきます。

■内容量
・ドライヘッドスパ 回数券 60分×6枚チケット
■チケットについて
・寄付お申し込み受付後、仙豆のちから岡崎エルエル店よりチケッ
トを送付致します。
・チケットの有効期限は発行日より2年です。
・必ずお電話にてご予約を取ってからご来店下さいませ。
・ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございます。
・チケットは必ずお持ち下さい。ご持参なしの場合、事由に関わら
ず、サービスの提供が出来ませんのでご了承下さい。
・チケットは期限迄に必ずご利用下さい。期日を過ぎたチケットは
ご利用頂けません。
・チケットの払い戻しなどは出来ません。
・換金は不可となります。
・遅刻をされる場合は必ずご連絡下さい。（遅刻時間によりコース
が変更になる場合がございます）10分以上の遅刻でキャンセル扱
いとさせていただきます。

※画像はイメージです。

仙豆のちから岡
崎エルエル店
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【寄附金区分85,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1289537】
PLAYクッション+ ベー
シック サイド パステル

【発送予定時期】
2022年4月21日～順次発
送

つんで、こわして、くみたてる、PLAYクッション+。つくったものに
乗ったり、くぐったり、寝そべったりと、家の中でも体をめいっぱい
使って遊べます。
クッションの張地は汚れをはじく性質があるため、何かをこぼした
ときも水を含んだタオルで拭き取ればOK。身体に優しい素材で耐
久性も高いので、安心して遊んでいただけます。
クッションは密度が高く、耐久性に優れているウレタンを使用して
いるので お子さんが上に乗ってもすぐに元どおり。ヘタリにくく、長
くお使いいただけます。

■内容量
・【PLAYクッション+】ベーシック サイド
[四角(水色):2個 / 三角(ピンク):2個 / 長方形(オレンジ):1個]

■サイズ
四角形:2個 190mm×190mm×190mm
三角形:2個 四角形の半分サイズ
長方形:1個 570mm×190mm×95mm

■原材料・成分
カバー:合皮レザー、中材:ポリウレタンフォーム
塗布材:環境浄化触媒(無機バインダー/ナノダイヤモンド)

■注意事項/その他
【お手入れの仕方】
・カバーの取り外しは小さなお子様の安全性を考慮し、出来ない仕
様となっています。
・合皮レザーのため、洗濯はできません。破水加工されています
ので、アルコールまたは次亜塩素酸水を吹き付け、タオル等で拭
き取ってください。
(アルカリ耐性が弱いため、電解水等での清掃はお避けください)

※10ヶ月未満のお子様は一人で遊ばせないでください。
※張地製造ロットの違いにより、同じ製品でも多少の違いがある
場合があります。
※デザイン・仕様は変更になる可能性がございます。ご了承くださ
い。
※材質の特性上、表面に強い摩擦や熱が加わると色移りや本品
が摩耗することがあります。

※画像はイメージです。

有限会社コトブキ
工芸
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【寄附金区分85,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1290391】
PLAYクッション+ ベー
シック フェイス モノクロ

【発送予定時期】
2022年4月21日～順次発
送

つんで、こわして、くみたてる、PLAYクッション+。つくったものに
乗ったり、くぐったり、寝そべったりと、家の中でも体をめいっぱい
使って遊べます。
クッションの張地は汚れをはじく性質があるため、何かをこぼした
ときも水を含んだタオルで拭き取ればOK。身体に優しい素材で耐
久性も高いので、安心して遊んでいただけます。
クッションは密度が高く、耐久性に優れているウレタンを使用して
いるので お子さんが上に乗ってもすぐに元どおり。ヘタリにくく、長
くお使いいただけます。

■内容量
・【PLAYクッション+】ベーシック フェイス
[四角:2個 / 三角:2個 / 長方形:1個]

■サイズ
四角形:2個 190mm×190mm×190mm
三角形:2個 四角形の半分サイズ
長方形:1個 570mm×190mm×95mm

■原材料・成分
カバー:合皮レザー、中材:ポリウレタンフォーム
塗布材:環境浄化触媒(無機バインダー/ナノダイヤモンド)

■注意事項/その他
【お手入れの仕方】
・カバーの取り外しは小さなお子様の安全性を考慮し、出来ない仕
様となっています。
・合皮レザーのため、洗濯はできません。破水加工されています
ので、アルコールまたは次亜塩素酸水を吹き付け、タオル等で拭
き取ってください。
(アルカリ耐性が弱いため、電解水等での清掃はお避けください)

※10ヶ月未満のお子様は一人で遊ばせないでください。
※張地製造ロットの違いにより、同じ製品でも多少の違いがある
場合があります。
※デザイン・仕様は変更になる可能性がございます。ご了承くださ
い。
※材質の特性上、表面に強い摩擦や熱が加わると色移りや本品
が摩耗することがあります。

※画像はイメージです。お届けのお礼品は、PLAYクッション+ ベー
シック フェイス モノクロとなります。

有限会社コトブキ
工芸
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【寄附金区分90,000円以上】

【1215119】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション メガオニオン360
リットル ニットカバー付
(チャコールグレー)

大きなたまねぎ型の特大サイズのメガオニオン360リットルです。
人をダメにする度ナンバーワン！メガビーズクッションに包まれ
て、おうちでリラックスしたい方にオススメです。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフをはじ
めましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行っておりま
す。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・その他
の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってまごころ
とともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション メガオニオン360リットル ニットカバー付(チャ
コールグレー) １個
サイズ:W105×D105×H45cm 重量:約7.50kg
■原材料・成分・提供サービス情報
カバー：ポリエステル100%
中袋：ポリエステル100%
中材：発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

※色は、深みのある緑色をプラスしたハナロロオリジナルチャコー
ルグレーです。
※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法にてお届
け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

【1215118】
【ハナロロ】 ビーズクッ
ション メガオニオン360
リットル ニットカバー付
(ベージュ)

大きなたまねぎ型の特大サイズのメガオニオン360リットルです。
人をダメにする度ナンバーワン！メガビーズクッションに包まれ
て、おうちでリラックスしたい方にオススメです。
ビーズの補充ができるので、長く使って頂けます。
「ソファのない暮らし」でお部屋をオシャレにシンプルライフをはじ
めましょう。
【ハナロロの製品はすべて安心の国内産】
ハナロロは「タキコウ縫製」という縫製会社が経営を行っておりま
す。
だからハナロロの製品はすべて自社工場で縫製し、生地・その他
の行程もすべて国内協力工場で製造しております。
ひとつひとつ丁寧に心をこめて作ったものを自信を持ってまごころ
とともに、皆さまにお届け致します。

■内容量
・ビーズクッション メガオニオン360リットル ニットカバー付(ベー
ジュ) １個
サイズ:W105×D105×H45cm 重量:約7.50kg

■原材料・成分・提供サービス情報
カバー：:ポリエステル100%
中袋：ポリエステル100%
中材：発泡ポリスチレン(クレアビーズ)

※ビーズの臭い対策のため、ビニール袋なしの梱包方法にてお届
け致します。
※使用感には個人差があります。
※画像はイメージです。

ハナロロ

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分90,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1232813】
【レンタカー】アバルト595
コンペティツォーネ24時
間乗り放題チケット

「アバルト595コンペティツォーネ」の24時間乗り放題チケットです。
記念日など、大切な人へのサプライズにもおすすめ。
海や山へのお供にぴったりな一台で、特別な一日をお過ごしくださ
い。

■内容
・【レンタカー】アバルト595コンペティツォーネ 24時間乗り放題チ
ケット[1回]

■有効期限
・発送日から半年以内

■寄附お申し込み後の流れ
・お申込み後、スパイスレンタカー岡崎よりレンタカー予約方法を
記載した申込書とレンタカー利用券を送付します。
・申込書の内容をご確認・ご記入いただき、スパイスレンタカー岡
崎へお電話にてご予約ください。
※休業日でお車のレンタルが出来ない日がございます。(不定休)

■注意事項/その他
※返却時にはガソリンを満タンにしてください。(ガソリン代は寄付
者様ご負担)
※申込書とレンタカー利用券は必ずお持ちください。ご持参なしの
場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の
料金をご請求させて頂きます。)
※有効期日を過ぎた場合、サービスはご利用頂けません。
※払戻等は出来ません。

スパイスレンタ
カー岡崎

【1253121】
oka-d-art 黒皮鉄板 焚き
火台 「kakubi」 アイアン
「黒皮鉄板ロストル付き」

oka-d-artのロゴ入り焚き火台「kakubi」。ｏｋａ－ｄ－ａｒｔの囲炉裏
テーブルともマッチする大きさで火を囲みながら仲間や家族と楽し
いひと時をお過ごしください。各パーツは土台の中に全てコンパク
トに収まりますのでそのまま専用の収納袋の中に入れて持ち運び
可能です。

■内容量
〇焚き火台1セット
・フレーム側面板（ロゴ・模様入り） ２枚
・フレーム側面板（ロゴ・模様無し） ２枚
・足 ２枚
・土台 １枚
・薪受け底上げ １枚

〇専用収納袋 １枚
〇黒皮鉄板（模様入り）ロストル （厚さｔ４．５×１４０ｍｍ×２９５ｍ
ｍ）

■サイズ等
【組み立て時】
約 縦３１０ｍｍ× 横３１０ｍｍ×縦（床から焚き火台上面まで）３５
０ｍｍ
【パーツごとの厚さ】
・フレーム板： 約 ２．３ｍｍ
・土台： 約 ３．２ｍｍ
・底上げ板： 約 ２．３ｍｍ
【重量】
セット重量 約935０g

■注意事項/その他
・無塗装ですので錆びることが有ります。また、レーザーカットの切
り痕が有ります。
・焚き火台は大変熱くなっているので消火後も冷めた事を確認後
に収納してください。
・狭い密閉された空間での御利用は重大な災害に繋がる恐れが
ありますので御利用しないようにお願いします。
・小さなお子様が手で触れたりしない様にお願いします。
・長期間使用しない際は鉄板が錆びることが有りますのでビニー
ルなどに入れて湿度の低い場所で保管してください。
※画像はイメージです。

ｏｋａ－ｄ－ａｒｔ
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【寄附金区分90,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1265142】
喜になる木（木×似顔絵
×筆文字による創作アー
ト）オーダーチケット 四名
様（木材：大サイズ）

木の温もり・似顔絵の温かみ・印象的な筆文字による味わ
い。誕生日や結婚などのお祝いに。世界にたった一つの作
品です。

■内容量
・喜になる木（木×似顔絵×筆文字による創作アート）四名
様用オーダーチケット[1枚]
※使用期限：発行後から6ヶ月

■提供サービス
木材素性：岡崎市額田地区の間伐材
樹 種 ：天然ヒノキ
似顔絵 ：4名様（バストアップ）
筆文字 ：伝えたい言葉やお名前などご希望に合わせます

■寄附お申し込み後の流れ
1.似顔絵＆デザイン タケまるより申込書を送付いたしま
す。
2.申込書の内容をご確認・ご記入いただき、同封のQRコード
またはメールアドレスにご返信下さい。
3.ご返信いただいた申込書に基づき、お礼品をお届けいた
します。※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けがで
きません。

■注意事項/その他
・木材のカットから完全ハンドメイドにて制作するため、納期
にゆとりを持ってオーダーください。
・色味や形など、一点一点個体差があります。
・経年により木材の色味が少しずつ濃くなるような変化をし
ます。
※画像はイメージです。

似顔絵＆デザイ
ン タケまる

【1265145】
喜になる木（木×似顔絵
×筆文字による創作アー
ト）オーダーチケット ウェ
ルカムボード（二名様）

木の温もり・似顔絵の温かみ・印象的な筆文字による味わ
い。世界にたった一つの作品です。

■内容量
・喜になる木（木×似顔絵×筆文字による創作アート）ウェ
ルカムボード用オーダーチケット（二名様）[1枚]
※使用期限：発行後から6ヶ月

■提供サービス
木材素性：岡崎市額田地区の間伐材
樹 種 ：天然ヒノキ
似顔絵 ：2名様（全身）
筆文字 ：伝えたい言葉やお名前などご希望に合わせます

■寄附お申し込み後の流れ
1.似顔絵＆デザイン タケまるより申込書を送付いたしま
す。
2.申込書の内容をご確認・ご記入いただき、同封のQRコード
またはメールアドレスにご返信下さい。
3.ご返信いただいた申込書に基づき、お礼品をお届けいた
します。※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けがで
きません。

■注意事項/その他
・木材のカットから完全ハンドメイドにて制作するため、納期
にゆとりを持ってオーダーください。
・色味や形など、一点一点個体差があります。
・経年により木材の色味が少しずつ濃くなるような変化をし
ます。
※画像はイメージです。

似顔絵＆デザイ
ン タケまる
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【寄附金区分95,000円以上】

【1203257】
咲く石シリーズ カトレア

みかげ石の組み合せにより、花台に見立てました。どんな花にも
良くあう錆石を使用し、豪華なカトレア(造花)を飾ってみました。
みかげ石と花の新しいコラボレーションです。玄関先やリビングの
メインオブジェ、お部屋の小粋なアクセントとしてご利用ください。
また、お祝いや記念日の贈り物としても、オススメです。背面に花
瓶を設置すれば生花も飾ることができ、四季折々の花を楽しむこ
とができます。

■内容量
・咲く石シリーズ カトレア（6Kg） 1個
サイズ：前幅42.5cm 奥行23cm 高さ33.5cm

■原材料・成分・提供サービス詳細
・みかげ石(錆石)：中国産
・造花：中国産
■注意事項/その他
※使用する各花の色は仕入れ状況により異なる場合があります。
・カトレア花色:パープル色。仕入れ状況により濃淡があります。
・胡蝶蘭花色:ライラック又はホワイト色。仕入れ状況により異なり
ます。

※画像はイメージです。

岡崎石工業株式
会社

【1232245】
短尺 マスコットバット（超
重量級）

自宅や狭い場所でのトレーニングのために開発された短めのマス
コットバット。短いのに重量は規格外の重さです。
人工木材を機械加工することで自由なデザインの加工と重量調整
を可能にする、木型屋の技術を駆使したオリジナル品。３次元
CADでデザインと重量を設計し、NC加工機で切削加工して作り上
げています。

■内容量
・短尺 マスコットバット（超重量級）[1本]
長さ65cm 重さ1600g

■原材料
・ケミカルブロック（人工木材）

■注意事項/その他
※このマスコットバットは素振り用に設計しています。
※公道や車の通る場所、人通りの多い場所での素振りや野球は
危険ですので絶対に避けてください。
※バッティングセンターやノックなどに使用しないでください。
※お申し込み後の生産になりますのでお届けまでお日にちを要し
ます。
※画像はイメージです。

株式会社ヤマカ
ワ

【1285141】
FITLABOオーダーメイド
枕(ワイドサイズ)

オーダーメイド枕を始めて25年の蓄積とノウハウを持つ小野ふと
ん店。専用測定機を使い、立位姿勢を背面と側面の2方向から測
定し、あなたの体に合ったまくらをお作りします。また、25年間いろ
いろな方の様々なお悩みを解決してきた経験を生かして丁寧にカ
ウンセリングをし快適な睡眠へと近づけます。肩や首のハリ、いび
きなどでお悩みの方も是非お試し下さい。

■内容量
・FITLABOオーダーメイド枕 ワイドサイズ(43×70cm) ギフトカード
[1枚]
※使用期限：発効後から1年間

■寄付お申し込み後の流れ
1.FITLABOオリジナルギフトカードをお送り致します。
2.ギフトカードを小野ふとん店に持ってご来店下さい。
3.お使いの寝具、寝姿勢、寝室環境についてカウンセリング致しま
す。
4.西川開発のオーダーメイド枕専用測定機で体の凹凸などを測定
しオリジナル枕をお作り致します。
5.お作りした枕で実際に寝てもらい高さを微調整致します。
6.微調整後、10年間無料調整カードと一緒にお持ち帰り頂けま
す。

■注意事項/その他
・ギフトカードは小野ふとん店にご来店いただくことでご利用いただ
けます。(所在地:愛知県岡崎市)
・ご来店の際には、ギフトカードと一緒に同封された連絡先(電話or
メール)にあらかじめご連絡ください。
・ギフトカードは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチケッ
トはご利用頂けません。
・ギフトカードの払戻等は出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社小野ふ
とん店

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分100,000円以上】

【1200403】
スポーツファンリュック
バッテリーセット/ブラック
＆ピンク

【配達外のエリア】沖縄県

岡崎から世界に向けて、新しいアイデアを発信している、ワー
カーの人気製品「スポーツファンリュック・サマーランナー」です。
【特許第6327778号・体温上昇抑制手段】スポーツファンリュック
は、運動時の人体へのダメージを軽減する目的で開発された体
温上昇抑制装置です。大学との共同研究で「猛暑気温35℃の運
動時でも人体へのダメージ(体温上昇)を30%以上抑制」することが
明らかになりました。スポーツファンリュックは、大量の風を発生さ
せるファンを搭載したリュックで、背部から頸部、後頭部にかけて
空気が循環する構造のため、対流や汗の蒸発による熱放散(気
化熱作用)を促進します。日常生活・通勤通学・ゴルフ・ランニン
グ・屋外作業・ハードスポーツまで幅広いシーンでお使いいただ
けます。軽量の648gで持ち運びが簡単なフリーサイズです。

■内容量
・スポーツファンリュック
・RYOBI製(京セラ)9v小型リチウムイオンバッテリーセット(USB対
応充電器付)
・ファンユニット(ファン2個・ケーブル)
・オリジナルサンバイザー
各１つ
■原材料・成分・提供サービス詳細
外寸:全長395mm 最大幅290mm 最小幅110mm 開口部高90mm
使用対象:小学生以上(身長:120cm以上 胸囲:120cm以内)
重量:リュック約270g・リチウムイオンバッテリー:130g・ファン2
個:213g・ケーブル:35g
総重量:約648g
■注意事項/その他
・オリジナルサンバイザーのカラー指定はできません。サイズはフ
リーです
・フード使用例の画像は、実際のお礼品と色が異なります。
・バッテリーは三段切替で、使用時間:9v2.5時間、7v4時間、5v11
時間 充電:2.5時間となります。

※画像はイメージです

有限会社ワー
カー

商品名 画像 業者名

【1200016】
スポーツファンリュック
バッテリーセット/ブラック
＆ブルー

【配達外のエリア】沖縄県

岡崎から世界に向けて、新しいアイデアを発信している、ワー
カーの人気製品「スポーツファンリュック・サマーランナー」です。
【特許第6327778号・体温上昇抑制手段】スポーツファンリュック
は、運動時の人体へのダメージを軽減する目的で開発された体
温上昇抑制装置です。大学との共同研究で「猛暑気温35℃の運
動時でも人体へのダメージ(体温上昇)を30%以上抑制」することが
明らかになりました。スポーツファンリュックは、大量の風を発生さ
せるファンを搭載したリュックで、背部から頸部、後頭部にかけて
空気が循環する構造のため、対流や汗の蒸発による熱放散(気
化熱作用)を促進します。日常生活・通勤通学・ゴルフ・ランニン
グ・屋外作業・ハードスポーツまで幅広いシーンでお使いいただ
けます。軽量の648gで持ち運びが簡単なフリーサイズです。

■内容量
・スポーツファンリュック
・RYOBI製(京セラ)9v小型リチウムイオンバッテリーセット(USB対
応充電器付)
・ファンユニット(ファン2個・ケーブル)
・オリジナルサンバイザー
各1つ
■原材料・成分・提供サービス詳細
外寸:全長395mm 最大幅290mm 最小幅110mm 開口部高90mm
使用対象:小学生以上(身長:120cm以上 胸囲:120cm以内)
重量:リュック約270g・リチウムイオンバッテリー:130g・ファン2
個:213g・ケーブル:35g
総重量:約648g
■注意事項/その他
・オリジナルサンバイザーのカラー指定はできません。サイズはフ
リーです。
・フード使用例の画像は、実際のお礼品と色が異なります。
・バッテリーは三段切替で、使用時間:9v2.5時間、7v4時間、5v11
時間 充電:2.5時間となります。

※画像はイメージです

有限会社ワー
カー
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【寄附金区分100,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1200405】
スポーツファンリュック
バッテリーセット/ホワイト
＆ピンク

【配達外のエリア】沖縄県

岡崎から世界に向けて、新しいアイデアを発信している、ワー
カーの人気製品「スポーツファンリュック・サマーランナー」です。
【特許第6327778号・体温上昇抑制手段】スポーツファンリュック
は、運動時の人体へのダメージを軽減する目的で開発された体
温上昇抑制装置です。大学との共同研究で「猛暑気温35℃の運
動時でも人体へのダメージ(体温上昇)を30%以上抑制」することが
明らかになりました。スポーツファンリュックは、大量の風を発生さ
せるファンを搭載したリュックで、背部から頸部、後頭部にかけて
空気が循環する構造のため、対流や汗の蒸発による熱放散(気
化熱作用)を促進します。日常生活・通勤通学・ゴルフ・ランニン
グ・屋外作業・ハードスポーツまで幅広いシーンでお使いいただ
けます。軽量の648gで持ち運びが簡単なフリーサイズです。

■内容量
・スポーツファンリュック
・RYOBI製(京セラ)9v小型リチウムイオンバッテリーセット(USB対
応充電器付)
・ファンユニット(ファン2個・ケーブル)
・オリジナルサンバイザー
各1つ
■原材料・成分・提供サービス詳細
外寸:全長395mm 最大幅290mm 最小幅110mm 開口部高90mm
使用対象:小学生以上(身長:120cm以上 胸囲:120cm以内)
重量:リュック約270g・リチウムイオンバッテリー:130g・ファン2
個:213g・ケーブル:35g
総重量:約648g
■注意事項/その他
・オリジナルサンバイザーのカラー指定はできません。サイズはフ
リーです
・フード使用例の画像は、実際のお礼品と色が異なります。
・バッテリーは三段切替で、使用時間:9v2.5時間、7v4時間、5v11
時間 充電:2.5時間となります。
※画像はイメージです

有限会社ワー
カー

【1200404】
スポーツファンリュック
バッテリーセット/ホワイト
＆ブルー

【配達外のエリア】沖縄県

岡崎から世界に向けて、新しいアイデアを発信している、ワー
カーの人気製品「スポーツファンリュック・サマーランナー」です。
【特許第6327778号・体温上昇抑制手段】スポーツファンリュック
は、運動時の人体へのダメージを軽減する目的で開発された体
温上昇抑制装置です。大学との共同研究で「猛暑気温35℃の運
動時でも人体へのダメージ(体温上昇)を30%以上抑制」することが
明らかになりました。スポーツファンリュックは、大量の風を発生さ
せるファンを搭載したリュックで、背部から頸部、後頭部にかけて
空気が循環する構造のため、対流や汗の蒸発による熱放散(気
化熱作用)を促進します。日常生活・通勤通学・ゴルフ・ランニン
グ・屋外作業・ハードスポーツまで幅広いシーンでお使いいただ
けます。軽量の648gで持ち運びが簡単なフリーサイズです。

■内容量
・スポーツファンリュック
・RYOBI製(京セラ)9v小型リチウムイオンバッテリーセット(USB対
応充電器付)
・ファンユニット(ファン2個・ケーブル)
・オリジナルサンバイザー
各1つ
■原材料・成分・提供サービス詳細
外寸:全長395mm 最大幅290mm 最小幅110mm 開口部高90mm
使用対象:小学生以上(身長:120cm以上 胸囲:120cm以内)
重量:リュック約270g・リチウムイオンバッテリー:130g・ファン2
個:213g・ケーブル:35g
総重量:約648g
■注意事項/その他
・オリジナルサンバイザーのカラー指定はできません。サイズはフ
リーです
・フード使用例の画像は、実際のお礼品と色が異なります。
・バッテリーは三段切替で、使用時間:9v2.5時間、7v4時間、5v11
時間 充電:2.5時間となります。
※画像はイメージです

有限会社ワー
カー
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【寄附金区分100,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1262260】
【ウィリアム・モリス】タペ
ストリー(ブラックトーン)

19世紀の英国の工芸家・デザイナーであり「近代デザインの
父」といわれるウィリアム・モリス。その弟子、ジョン・ヘン
リーダールデザインのタペストリー。
咲き乱れる色とりどりの小花を表現した可愛らしいハンドプ
リントのデザインです。

■内容量
・【ウィリアム・モリス】タペストリー(ブラックトーン)[1枚]

■原材料・成分
・サイズ…約W886mm×約H1060ｍｍ(生地幅 約Ｗ600ｍｍ
×約Ｈ990ｍｍ)
・生地材質…綿(コットン)100%/プリント
・ポール材質…スチール鋼管/亜鉛ダイキャスト
・重さ…約１kg
・付属品…吊ひも

■注意事項/その他
・縫製の過程で若干サイズの誤差が出る可能性がありま
す。
・お手入れ方法…パークロロエチレン及び石油系溶剤によ
る弱いドライクリーニングが可能です。家庭での洗濯禁止。
タンブル乾燥禁止。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア

【1146217】
Hi+bachi II スターター
キット グレー

炭火を囲んで安らぎのひと時を味わえる"火鉢"が、 現代風
に使いやすくなって新たに登場です。
取っ手付きでコンパクトサイズのため、持ち運びも簡単。必
要な物はすべてHi+bachi IIに収納でき、アウトドアに持って
行けるほか、お家キャンプにもおすすめです。
お手入れも、取り外し可能な五徳や火付け網を洗うだけで
完了します。

■内容量
・Hi+bachi II スターターキット[1セット]
（セット内容）
Hi+bachi II、付属脚×4、五徳、トング、火付け網、ハンドル、
お試し炭100g、セラミック灰900g、固形燃料25g、取扱説明
書

■使い方
1. Hi+bachi IIを準備して、灰を敷き詰める。
2. 五徳・火付け金具・固形燃料・火付け網・炭をセットして、
固形燃料で炭に着火する。
3. 火の着いた炭を種火にして、灰の上に乗せていく。
4. 使い終わったら、Hi+bachi IIのふたを閉めて火消しする。

■注意事項/その他
※火鉢を使う際に最も注意しておきたいのが換気です。炭
からは一酸化炭素が発生します。昔と違い現代の住宅は高
断熱で高気密です。１時間に２～３回５分ほどの換気、もしく
は常時換気扇を回すなど環境にあった換気を心がけてくだ
さい。
※就寝前には蓋をして消火したのを確認してください。
※製品仕様は予告なく仕様変更をする場合がございます。
※画像はイメージです。お届けは「Hi+bachi II 1セット」で、
やかんは付属いたしません。

株式会社アイザワ
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【寄附金区分100,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1262825】
【ウィリアム・モリス】タペ
ストリー(フルーツ)

19世紀の英国の工芸家・デザイナーであり「近代デザインの
父」といわれるウィリアム・モリスのテキスタイルデザインの
タペストリー。果実や花や葉が描かれたハンドプリントのデ
ザインです。

■内容量
・【ウィリアム・モリス】タペストリー(フルーツ)[1枚]

■原材料・成分
・サイズ…約W850mm×約H1180ｍｍ(生地幅 約Ｗ600ｍｍ
×約Ｈ990ｍｍ)
・生地材質…綿(コットン)100%/プリント
・ポール材質…スチール/亜鉛ダイキャスト
・重さ…約１kg
・付属品…吊ひも

■注意事項/その他
・縫製の過程で若干サイズの誤差が出る可能性がありま
す。
・お手入れ方法…パークロロエチレン及び石油系溶剤によ
る弱いドライクリーニングが可能です。家庭での洗濯禁止。
タンブル乾燥禁止。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア
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【寄附金区分100,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1146756】
【愛知県岡崎市】一
休.com・Yahoo!トラベル
割引クーポン(30,000円
分)

一休.comまたはYahoo!トラベルにおける、愛知県岡崎市の
対象宿泊施設のオンライン予約時に利用できる割引クーポ
ンです。
※クーポンを利用して宿泊施設を予約するには、一休.com
またはYahoo!トラベルへのログインが必要です。

■内容
・割引クーポン：30,000円分
・対象宿泊施設所在地：愛知県岡崎市
・有効期限：1年～1年半
※寄付お申込みの時期により有効期限は異なります。

■ご利用の流れ
(1)寄付お申込み後、さとふるより割引クーポンコード・有効
期限が記載されたハガキを郵送します。ハガキ裏面のQR
コードから、対象宿泊施設をご確認ください。
(2)対象施設からご希望の宿泊施設を選び、割引クーポンを
ご利用の上、一休.comまたはYahoo!トラベルにてご予約くだ
さい。（必ず予約時に割引クーポンコードをご入力ください）

■注意事項
・有効期限を過ぎるとご利用いただけなくなります。また、
チェックアウト日が、有効期限を超えるご予約ではご利用い
ただけません。
・割引クーポンは、1回のご予約につき、1コードずつのご利
用となります。また、複数のご予約に分けて利用することは
できません。
・GoToトラベルキャンペーンを含む、他の割引クーポンとの
併用ができません。
・対象の宿泊施設は、寄付お申込みの時期により変更とな
る場合がございます。 対象宿泊施設一覧に記載がある宿
泊施設であっても、営業状況や予約状況により、希望の施
設を予約できない場合がございます。
・割引クーポンをYahoo!トラベルにてご利用いただく場合、
Yahoo!トラベル「宿泊予約」でのみご利用いただけます。「宿
泊予約(各社比較)」及び「ヤフーパック(宿泊+航空券)」では
ご利用いただけませんので、予めご了承ください。
・すでにご予約が完了している場合、後から割引クーポン
を適用することはできません。
・ご予約をキャンセルされた場合、ご利用いただいた割引
クーポンは即時返還され、有効期限内であれば別のご予約
で再度ご利用いただけます。
・割引クーポンをご利用にならなかった場合、現金による払
い戻しはできません。
・割引クーポンの券面額が予約金額を上回る場合であって
も、釣銭は出ません。
・割引クーポンコードは再発行できませんのでご注意くださ
い。

※画像はイメージです。

株式会社一休

※対象となる宿泊施設は一休.comと

Yahoo!トラベルで異なります。

【一休.com】 対象宿泊施設一覧
https://www.ikyu.com/ap/srch/CouponUs
ableAccommodation.aspx?cmid=80117

【Yahoo!トラベル】 対象宿泊施設一覧
https://travel.yahoo.co.jp/coupons/80117
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【寄附金区分130,000円以上】

【1232168】
マスコットバット（鬼こん
棒）

鬼棍棒をイメージしたオリジナルのマスコットバット。バラエティー
要素が強めですが、本格的なバットです。
人工木材を機械加工することで自由なデザインの加工と重量調整
を可能にする、木型屋の技術を駆使したオリジナル品。３次元
CADでデザインと重量を設計し、NC加工機で切削加工して作り上
げています。

■内容量
・マスコットバット（鬼こん棒）[1本] 長さ86cm、重さ1050g

■原材料
・ケミカルブロック（人工木材）

■注意事項/その他
※このマスコットバットは素振り用に設計しています。
※公道や車の通る場所、人通りの多い場所での素振りや野球は
危険ですので絶対に避けてください。
※バッティングセンターやノックなどに使用しないでください。
※お申し込み後の生産になりますのでお届けまでお日にちを要し
ます。
※画像はイメージです。

株式会社ヤマカ
ワ

商品名 画像 業者名

渦巻をイメージしたオリジナルのマスコットバット。バラエティー要
素が強めですが、本格的なバットです。
人工木材を機械加工することで自由なデザインの加工と重量調整
を可能にする、木型屋の技術を駆使したオリジナル品。３次元
CADでデザインと重量を設計し、NC加工機で切削加工して作り上
げています。

■内容量
・マスコットバット（渦巻）[1本] 長さ86cm、重さ1050g
色は＜ブラック、イエロー、ライトグリーン、ピンク、ゴールド＞の中
から選べます。

■原材料
・ケミカルブロック（人工木材）

■寄附お申込み後の流れ
・申込み後、ヤマカワよりオーダー申込書を送付いたします。
・申込書の内容をご確認・ご記入いただき、ヤマカワへ14日以内に
ご返送ください。(メール・FAXも可)
・ご返信いただいたオーダー内容に基づき、お礼品を順次作成し
ます。
※申込書をご返信いただけない場合、お礼品の発送が出来かね
ますので必ずご返信ください。

■注意事項/その他
※このマスコットバットは素振り用に設計しています。
※公道や車の通る場所、人通りの多い場所での素振りや野球は
危険ですので絶対に避けてください。
※バッティングセンターやノックなどに使用しないでください。
※お申し込み後の生産になりますのでお届けまでお日にちを要し
ます。
※画像はイメージです。

【1232263】
マスコットバット（渦巻）

株式会社ヤマカ
ワ
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【寄附金区分130,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1264066】
ギャッベ ミニアート

ギャッベとは、「毛足の長い絨毯」の総称です。その中でも、
イランのゾランバリ社により徹底管理されたゾランバリギャッ
ベは、草木染めであり、織り子が大地の中で自由に感性や
願いを込めて手織りで作り上げるもので、遊牧生活の中か
ら生まれたもの。
従来、ギャッベは絨毯として使用しますが、小さいギャッベを
岡崎市の間伐材のスギとヒノキで作られた額に入れ、絵画
としてお楽しみいただけます。また、額には入っています
が、簡単に外し従来通りの敷物としてもご使用いただけま
す。

■内容量
・ギャッベミニアート[１枚 51×41cm]

■原材料・成分
・羊毛100% 草木染め
・岡崎市間伐材100%（スギ・ヒノキ）

※画像はイメージです。

ギャッベ美術館株
式会社

【1232261】
マスコットバット（超重量
級）

重たさにこだわったオリジナルのマスコットバット。パワーヒッター
向けの非常に重たいマスコットバットです。
人工木材を機械加工することで自由なデザインの加工と重量調整
を可能にする、木型屋の技術を駆使したオリジナル品。３次元
CADでデザインと重量を設計し、NC加工機で切削加工して作り上
げています。

■内容量
・マスコットバット（超重量級）[1本] 長さ85cm 重さ1600g
色は＜ブラック、イエロー、ライトグリーン、ピンク、ゴールド＞の中
から選べます。希望があれば刻印することも可能です。

■原材料
・ケミカルブロック（人工木材）

■寄附お申込み後の流れ
・申込み後、ヤマカワよりオーダー申込書を送付いたします。
・申込書の内容をご確認・ご記入いただき、ヤマカワへ14日以内に
ご返送ください。(メール・FAXも可)
・ご返信いただいたオーダー内容に基づき、お礼品を順次作成し
ます。
※申込書をご返信いただけない場合、お礼品の発送が出来かね
ますので必ずご返信ください。

■注意事項/その他
※このマスコットバットは素振り用に設計しています。
※公道や車の通る場所、人通りの多い場所での素振りや野球は
危険ですので絶対に避けてください。
※バッティングセンターやノックなどに使用しないでください。
※お申し込み後の生産になりますのでお届けまでお日にちを要し
ます。
※画像はイメージです。

株式会社ヤマカ
ワ
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【寄附金区分130,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1271772】
ギャッベミニアート
10106830

ギャッベとは、「毛足の長い絨毯」の総称です。その中でも、
イランのゾランバリ社により徹底管理されたゾランバリギャッ
ベは、草木染めであり、織り子が大地の中で自由に感性や
願いを込めて手織りで作り上げるもので、遊牧生活の中か
ら生まれたもの。
従来、ギャッベは絨毯として使用しますが、小さいギャッベを
岡崎市の間伐材のスギとヒノキで作られた額に入れ、絵画
としてお楽しみいただけます。また、額には入っています
が、簡単に外し従来通りの敷物としてもご使用いただけま
す。

■内容量
・ギャッベミニアート[１枚 57×53.5cm]

■原材料・成分
・羊毛100% 草木染め
・岡崎市間伐材100%（スギ・ヒノキ）

※画像はイメージです。

ギャッベ美術館株
式会社
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【寄附金区分130,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1271773】
ギャッベミニアート
10059407

ギャッベとは、「毛足の長い絨毯」の総称です。その中でも、
イランのゾランバリ社により徹底管理されたゾランバリギャッ
ベは、草木染めであり、織り子が大地の中で自由に感性や
願いを込めて手織りで作り上げるもので、遊牧生活の中か
ら生まれたもの。
従来、ギャッベは絨毯として使用しますが、小さいギャッベを
岡崎市の間伐材のスギとヒノキで作られた額に入れ、絵画
としてお楽しみいただけます。また、額には入っています
が、簡単に外し従来通りの敷物としてもご使用いただけま
す。

■内容量
・ギャッベミニアート[１枚 57×53.5cm]

■原材料・成分
・羊毛100% 草木染め
・岡崎市間伐材100%（スギ・ヒノキ）

※画像はイメージです。

ギャッベ美術館株
式会社
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【寄附金区分140,000円以上】

【1262242】
【ウィリアム・モリス】タペ
ストリー(いちご泥棒)

19世紀の英国の工芸家・デザイナーであり「近代デザインの
父」といわれるウィリアム・モリスのテキスタイルデザインの
タペストリー。
モリスの別荘である「ケルムスコット・マナー」でいちごをつい
ばむツグミを見て描いた愛らしいデザインです。

■内容量
・【ウィリアム・モリス】タペストリー(いちご泥棒)[1枚]

■原材料・成分
・サイズ…約W860mm×約H840ｍｍ(生地幅 約Ｗ600ｍｍ
×約Ｈ830ｍｍ)
・生地材質…ポリエステル100%/風通(二重)組織
・ポール材質…スチール/亜鉛ダイキャスト
・重さ…約１kg
・付属品…吊ひも

■注意事項/その他
・縫製の過程で若干サイズの誤差が出る可能性がありま
す。
・お手入れ方法…液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可
能です。脱水は30秒以内でお願いします。形を整えて日陰
のつり干しで自然乾燥をお願いします。タンブル乾燥禁止。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。
※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア

【1262766】
【ウィリアム・モリス】タペ
ストリー(ピンクアンドロー
ズ)

19世紀の英国の工芸家・デザイナーであり「近代デザインの
父」といわれるウィリアム・モリスのテキスタイルデザインの
タペストリー。
バラとカーネーションが絡み合う様を曲線でシンプルに描か
れたデザインです。

■内容量
・【ウィリアム・モリス】タペストリー(ピンクアンドローズ)[1枚]

■原材料・成分
・サイズ…約W680mm×約H1150ｍｍ(生地幅 約Ｗ600ｍｍ
×約Ｈ1140ｍｍ)
・生地…ポリエステル100%/風通(二重)組織
・ポール材質…鋼管/亜鉛ダイキャスト
・重さ…約１kg
・付属品…吊ひも

■注意事項/その他
・縫製の過程で若干サイズの誤差が出る可能性がありま
す。
・お手入れ方法…液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可
能です。脱水は30秒以内でお願いします。形を整えて日陰
のつり干しで自然乾燥をお願いします。タンブル乾燥禁止。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分140,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1262826】
【ウィリアム・モリス】タペ
ストリー(ピンパーネル)

19世紀の英国の工芸家・デザイナーであり「近代デザインの
父」といわれるウィリアム・モリスのテキスタイルデザインの
タペストリー。
左右対称にルリハコベの花が渦巻いて描かれたデザインで
す。

■内容量
・【ウィリアム・モリス】タペストリー(ピンパーネル)[1枚]

■原材料・成分
・サイズ…約W890mm×約H1190ｍｍ(生地幅 約Ｗ600ｍｍ
×約Ｈ1120ｍｍ)
・生地…ポリエステル100%/風通(二重)組織
・ポール材質…スチール鋼管/亜鉛ダイキャスト
・重さ…約１kg
・付属品…吊ひも

■注意事項/その他
・縫製の過程で若干サイズの誤差が出る可能性がありま
す。
・お手入れ方法…液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可
能です。脱水は30秒以内でお願いします。形を整えて日陰
のつり干しで自然乾燥をお願いします。タンブル乾燥禁止。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア

【1262828】
【ウィリアム・モリス】タペ
ストリー(ラーモ)

19世紀の英国の工芸家・デザイナーであり「近代デザインの
父」といわれるウィリアム・モリスのテキスタイルデザインの
タペストリー。
モリス特有の渦巻く流れのあるブドウの蔓の装飾的がモリ
スらしさを表現しているデザインです。

■内容量
・【ウィリアム・モリス】タペストリー(ラーモ)[1枚]

■原材料・成分
・サイズ…約W810mm×約H1020ｍｍ(生地幅 約Ｗ600ｍｍ
×約Ｈ1000ｍｍ)
・生地…ポリエステル100%/風通(二重)組織
・ポール材質…鋼管/亜鉛ダイキャスト
・重さ…約１kg
・付属品…吊ひも

■注意事項/その他
・縫製の過程で若干サイズの誤差が出る可能性がありま
す。
・お手入れ方法…液温40℃を限度、洗濯機で弱い洗濯が可
能です。脱水は30秒以内でお願いします。形を整えて日陰
のつり干しで自然乾燥をお願いします。タンブル乾燥禁止。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。

※画像はイメージです。

株式会社ほづみ
インテリア
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【寄附金区分150,000円以上】

【1200039】
THE SCREW（チタン25
個セット）グリーン系

古くからの伝統が受け継がれてものづくりの街として発展し
た岡崎では、現在でも多くの方が製造業に携わっています。
その伝統を継承してきたネジとボルトが一つになって気軽に
遊べるブロックになりました。鮮やかな色彩は、組み合わせ
る事により何十倍もの輝きになる、チタン製のブロックです。
組み合わせ次第で、どんな形も自由自在!子供はもちろん、
大人だって夢中でネジネジしてしまう。シンプルだけど夢中
になる、奥深いおもちゃです。想像力を働かせてあなただけ
の作品を作ってみてください。

■内容量
・プレート(直径約6㎝)/鉄
・ブロック(直径約15㎜、高さ約10㎜、内ネジ部約10㎜)/チタ
ン25個
ケース直径約8㎝、高さ約10㎝ 総重量約300g
■原材料・成分・提供サービス詳細
鉄、チタン

※画像はイメージです

有限会社ダイテッ
ク

【1200113】
THE SCREW（チタン25
個セット）ブルー系

古くからの伝統が受け継がれてものづくりの街として発展し
た岡崎では、現在でも多くの方が製造業に携わっています。
その伝統を継承してきたネジとボルトが一つになって気軽に
遊べるブロックになりました。鮮やかな色彩は、組み合わせ
る事により何十倍もの輝きになる、チタン製のブロックです。
組み合わせ次第で、どんな形も自由自在!子供はもちろん、
大人だって夢中でネジネジしてしまう。シンプルだけど夢中
になる、奥深いおもちゃです。想像力を働かせてあなただけ
の作品を作ってみてください。

■内容量
・プレート(直径約6㎝)/鉄
・ブロック(直径約15㎜高さ約10㎜内ネジ部約10㎜)/チタン
25個
ケース直径約8㎝、高さ約10㎝ 総重量約300g
■原材料・成分・提供サービス詳細
鉄・チタン

※画像はイメージです

有限会社ダイテッ
ク

【1200115】
THE SCREW（チタン25
個セット）パープル系

古くからの伝統が受け継がれてものづくりの街として発展し
た岡崎では、現在でも多くの方が製造業に携わっています。
その伝統を継承してきたネジとボルトが一つになって気軽に
遊べるブロックになりました。鮮やかな色彩は、組み合わせ
る事により何十倍もの輝きになる、チタン製のブロックです。
組み合わせ次第で、どんな形も自由自在!子供はもちろん、
大人だって夢中でネジネジしてしまう。シンプルだけど夢中
になる、奥深いおもちゃです。想像力を働かせてあなただけ
の作品を作ってみてください。

■内容量
・プレート(直径約6㎝)/鉄
・ブロック(直径約15㎜高さ約10㎜内ネジ部約10㎜)/チタン
25個
ケース直径約8㎝、高さ約10㎝ 総重量約300g
■原材料・成分・提供サービス詳細
鉄・チタン

※画像はイメージです

有限会社ダイテッ
ク

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分150,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1146757】
【愛知県岡崎市】一
休.com・Yahoo!トラベル
割引クーポン(45,000円
分)

一休.comまたはYahoo!トラベルにおける、愛知県岡崎市の
対象宿泊施設のオンライン予約時に利用できる割引クーポ
ンです。
※クーポンを利用して宿泊施設を予約するには、一休.com
またはYahoo!トラベルへのログインが必要です。

■内容
・割引クーポン：45,000円分
・対象宿泊施設所在地：愛知県岡崎市
・有効期限：1年～1年半
※寄付お申込みの時期により有効期限は異なります。

■ご利用の流れ
(1)寄付お申込み後、さとふるより割引クーポンコード・有効
期限が記載されたハガキを郵送します。ハガキ裏面のQR
コードから、対象宿泊施設をご確認ください。
(2)対象施設からご希望の宿泊施設を選び、割引クーポンを
ご利用の上、一休.comまたはYahoo!トラベルにてご予約くだ
さい。（必ず予約時に割引クーポンコードをご入力ください）

■注意事項
・有効期限を過ぎるとご利用いただけなくなります。また、
チェックアウト日が、有効期限を超えるご予約ではご利用い
ただけません。
・割引クーポンは、1回のご予約につき、1コードずつのご利
用となります。また、複数のご予約に分けて利用することは
できません。
・GoToトラベルキャンペーンを含む、他の割引クーポンとの
併用ができません。
・対象の宿泊施設は、寄付お申込みの時期により変更とな
る場合がございます。 対象宿泊施設一覧に記載がある宿
泊施設であっても、営業状況や予約状況により、希望の施
設を予約できない場合がございます。
・割引クーポンをYahoo!トラベルにてご利用いただく場合、
Yahoo!トラベル「宿泊予約」でのみご利用いただけます。「宿
泊予約(各社比較)」及び「ヤフーパック(宿泊+航空券)」では
ご利用いただけませんので、予めご了承ください。
・すでにご予約が完了している場合、後から割引クーポン
を適用することはできません。
・ご予約をキャンセルされた場合、ご利用いただいた割引
クーポンは即時返還され、有効期限内であれば別のご予約
で再度ご利用いただけます。
・割引クーポンをご利用にならなかった場合、現金による払
い戻しはできません。
・割引クーポンの券面額が予約金額を上回る場合であって
も、釣銭は出ません。
・割引クーポンコードは再発行できませんのでご注意くださ
い。

※画像はイメージです。

株式会社一休

※対象となる宿泊施設は一休.comと

Yahoo!トラベルで異なります。

【一休.com】 対象宿泊施設一覧
https://www.ikyu.com/ap/srch/CouponU
sableAccommodation.aspx?cmid=80118

【Yahoo!トラベル】 対象宿泊施設一覧
https://travel.yahoo.co.jp/coupons/80118
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【寄附金区分155,000円以上】

【1205026】
DAN+RO（1glass）横型
【スターターキット】

暖炉には憧れる。しかし、いざ現実を考えるとコストや手間
から二の足を踏んでしまう・・・という方も多いのではないで
しょうか。
『DAN+RO』は、そんなあなたのための手軽に使えるポータ
ブルな暖炉です。
●一般的に炭で火を起こすバーベキューコンロなどは、炭
火を横から眺めることはできません。
しかし『DAN+RO』は、パチパチと燃える炭火そのものを眺め
て愉しめるよう、強化ガラスを使用しておりますので、
揺れる炎や真っ赤な炭を眺める至福の時間を過ごすことが
できます。
【注意】DAN+RO（1glass）横型は片面のみ強化ガラスの仕様
となっております。
●『DAN+RO』はその名の通り暖炉として暖をとれるのはも
ちろん、「コンロ」としても使用可能です。
炭火だから、鍋やシェラカップ、スキレットを乗せて調理する
ことも出来ます。
●慣れない火付けも、固形燃料と炭をDAN+ROにセットする
だけで10分もすれば簡単に火が着きます。
●上部、内部が取り外し出来るので、メンテナンス性にも優
れています。

■内容量
・DAN+RO（1glass）横型 1台
・DAN+RO横型用 AMI(網） 1個
・DAN+RO横型用ADAPTER(補助金具) 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
【DAN+RO横型仕様】
幅：270mm、高さ：205mm、奥行き：155mm
重さ：3kg、材質：ステンレス
＊耐熱ガラス1枚仕様
■注意事項
【使用上の注意】
1.使用時、使用直後は熱くなっています。やけどに注意して
ください。
2.不安定な場所で使用する際は耐熱、不燃性の安定板を使
用して下さい。
3.換気の悪い場所では十分注意をしてください。
4.過酷な使い方や特殊なご使用をされますとケガやヤケドな
ど思わぬ事故の原因になったり、本体が破損したりする恐
れがあります。
5.本製品は金属でできており製品の淵などでケガをする恐
れがあるので十分注意をしてください。
6.本製品は落下等で破損する恐れがあります。
7.お子様の手の届かなところに保管してください。
8.燃えやすいものの近くで使用しないでください。

※画像はイメージです。

株式会社アイザ
ワ

商品名 画像 業者名

受付期間外
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【寄附金区分165,000円以上】

【1289033】
PLAYクッション+ デラック
ス パステル

【発送予定時期】
2022年4月21日～順次発
送

つんで、こわして、くみたてる、PLAYクッション+。つくったものに
乗ったり、くぐったり、寝そべったりと、家の中でも体をめいっぱい
使って遊べます。
クッションの張地は汚れをはじく性質があるため、何かをこぼした
ときも水を含んだタオルで拭き取ればOK。身体に優しい素材で耐
久性も高いので、安心して遊んでいただけます。
クッションは密度が高く、耐久性に優れているウレタンを使用して
いるので お子さんが上に乗ってもすぐに元どおり。ヘタリにくく、
長くお使いいただけます。

■内容量
・【PLAYクッション+】デラックス
[四角(水色):4個 / 三角(ピンク):4個 / 長方形(オレンジ):2個]

■サイズ
四角形:4個 190mm×190mm×190mm
三角形:4個 四角形の半分サイズ
長方形:2個 570mm×190mm×95mm

■原材料・成分
カバー:合皮レザー、中材:ポリウレタンフォーム
塗布材:環境浄化触媒(無機バインダー/ナノダイヤモンド)

■注意事項/その他
【お手入れの仕方】
・カバーの取り外しは小さなお子様の安全性を考慮し、出来ない
仕様となっています。
・合皮レザーのため、洗濯はできません。破水加工されています
ので、アルコールまたは次亜塩素酸水を吹き付け、タオル等で拭
き取ってください。
(アルカリ耐性が弱いため、電解水等での清掃はお避けください)

※10ヶ月未満のお子様は一人で遊ばせないでください。
※張地製造ロットの違いにより、同じ製品でも多少の違いがある
場合があります。
※デザイン・仕様は変更になる可能性がございます。ご了承くだ
さい。
※材質の特性上、表面に強い摩擦や熱が加わると色移りや本品
が摩耗することがあります。

※画像はイメージです。

有限会社コトブキ
工芸

商品名 画像 業者名

【1289041】
PLAYクッション+ デラック
ス ラテ(こげ茶/アイボ
リー)

【発送予定時期】
2022年4月21日～順次発
送

つんで、こわして、くみたてる、PLAYクッション+。つくったものに
乗ったり、くぐったり、寝そべったりと、家の中でも体をめいっぱい
使って遊べます。
クッションの張地は汚れをはじく性質があるため、何かをこぼした
ときも水を含んだタオルで拭き取ればOK。身体に優しい素材で耐
久性も高いので、安心して遊んでいただけます。
クッションは密度が高く、耐久性に優れているウレタンを使用して
いるので お子さんが上に乗ってもすぐに元どおり。ヘタリにくく、
長くお使いいただけます。

■内容量
・【PLAYクッション+】デラックス サイズ
[四角:4個 / 三角:4個 / 長方形:2個]

■サイズ
四角形:4個 190mm×190mm×190mm
三角形:4個 四角形の半分サイズ
長方形:2個 570mm×190mm×95mm

■原材料・成分
カバー:合皮レザー、中材:ポリウレタンフォーム
塗布材:環境浄化触媒(無機バインダー/ナノダイヤモンド)

■注意事項/その他
【お手入れの仕方】
・カバーの取り外しは小さなお子様の安全性を考慮し、出来ない
仕様となっています。
・合皮レザーのため、洗濯はできません。破水加工されています
ので、アルコールまたは次亜塩素酸水を吹き付け、タオル等で拭
き取ってください。
(アルカリ耐性が弱いため、電解水等での清掃はお避けください)

※10ヶ月未満のお子様は一人で遊ばせないでください。
※張地製造ロットの違いにより、同じ製品でも多少の違いがある
場合があります。
※デザイン・仕様は変更になる可能性がございます。ご了承くだ
さい。
※材質の特性上、表面に強い摩擦や熱が加わると色移りや本品
が摩耗することがあります。

※画像はイメージです。お届けのお礼品は、PLAYクッション+ デ
ラックス ラテとなります。

有限会社コトブキ
工芸
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【寄附金区分165,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1289043】
PLAYクッション+ デラック
ス モノクロ

【発送予定時期】
2022年4月21日～順次発
送

つんで、こわして、くみたてる、PLAYクッション+。つくったものに
乗ったり、くぐったり、寝そべったりと、家の中でも体をめいっぱい
使って遊べます。
クッションの張地は汚れをはじく性質があるため、何かをこぼした
ときも水を含んだタオルで拭き取ればOK。身体に優しい素材で耐
久性も高いので、安心して遊んでいただけます。
クッションは密度が高く、耐久性に優れているウレタンを使用して
いるので お子さんが上に乗ってもすぐに元どおり。ヘタリにくく、
長くお使いいただけます。

■内容量
・【PLAYクッション+】デラックス サイズ
[四角:4個 / 三角:4個 / 長方形:2個]

■サイズ
四角形:4個 190mm×190mm×190mm
三角形:4個 四角形の半分サイズ
長方形:2個 570mm×190mm×95mm

■原材料・成分
カバー:合皮レザー、中材:ポリウレタンフォーム
塗布材:環境浄化触媒(無機バインダー/ナノダイヤモンド)

■注意事項/その他
【お手入れの仕方】
・カバーの取り外しは小さなお子様の安全性を考慮し、出来ない
仕様となっています。
・合皮レザーのため、洗濯はできません。破水加工されています
ので、アルコールまたは次亜塩素酸水を吹き付け、タオル等で拭
き取ってください。
(アルカリ耐性が弱いため、電解水等での清掃はお避けください)

※10ヶ月未満のお子様は一人で遊ばせないでください。
※張地製造ロットの違いにより、同じ製品でも多少の違いがある
場合があります。
※デザイン・仕様は変更になる可能性がございます。ご了承くだ
さい。
※材質の特性上、表面に強い摩擦や熱が加わると色移りや本品
が摩耗することがあります。

※画像はイメージです。お届けのお礼品は、PLAYクッション+ デ
ラックス モノクロとなります。

有限会社コトブキ
工芸
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【寄附金区分170,000円以上】

【1284532】
【お申し込み後生産】徳
川家康をイメージした折
り畳みチェア「SHOW-GI」
革のパッチワークデザイ
ン品

日本古来の「床几（しょうぎ）」という折り畳み式の椅子に、ガ
ロチャが得意とするパッチワークによって近代的なデザイン
を取り入れた作品です。
既存の生地の上からパッチワーク皮をつける手法のため、
耐久性も心配なし。折り畳み可能で、お部屋のインテリアと
しても、アウトドアアイテムとしてもご利用可能です。

■お礼品の内容について
・徳川家康をイメージした折り畳みチェア「SHOW-GI」革の
パッチワークデザイン品[1個]

■サイズ
W440、H440、D310mm（開いた際の数値／実寸値のため誤
差がございます）

■原材料・成分
堅く丈夫な椈（ブナ）の白木を塗装加工／座面は本革仕様

■注意事項/その他
お申し込み後生産でのお礼品となっておりますので、お申し
込み後お届けまでにお時間をいただいております。
お時間がかかってしまい申し訳ございませんが、一人の職
人によって作り上げる作品となるためご容赦くださいませ。

※画像はイメージです。

ガロチャ

【1211070】
ドライヘッドスパ・エステ
仙豆のちから岡崎エルエ
ル店 回数券60分×13
枚チケット

ヘッドヒーリングスパ協会「ヘッドエキスパート」が行う一流
の施術は、今まで体感した事のない睡眠を味わえます。水
を使わないので仕事帰りや買い物帰りに気軽にご利用出来
ますよ。
仙豆のちから岡崎エルエル店の施術内容は頭痛や眼の疲
れに対するサポートはもちろん心身ともに美しく健康に！芯
からのリラクゼーションをご体験下さい。
◆こだわり情報
夜20時以降も受付OK／当日受付OK／2名以上の利用OK
／個室あり／駐車場あり／2回目以降特典あり／朝10時前
でも受付OK／女性スタッフ在籍／完全予約制／指名予約
OK／ショッピングモール内／ドリンクサービスあり／リクライ
ニングチェア／メイクルームあり／着替えあり／アメニティま
たはコスメが充実
◆コース内容
なかなか取れない疲れを改善したい！と皆様のご要望から
生まれた頭、首、肩を中心にデコルテのほぐしが付いたコー
スです！
体が重い、寝た気がしない、これは脳疲労からしっかりと深
い睡眠が取れない為、疲労回復が出来ない事が原因です。
仙豆のちからでは 脳に心地よく伝わる上質のタッチング
で、硬い頭皮、お辛い箇所を少しずつゆるめるお手伝いをさ
せていただきます。

■内容量
・ドライヘッドスパ 回数券 60分×13枚チケット
■チケットについて
・寄付お申し込み受付後、仙豆のちから岡崎エルエル店より
チケットを送付致します。
・チケットの有効期限は発行日より2年です。
・必ずお電話にてご予約を取ってからご来店下さいませ。
・ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございま
す。
・チケットは必ずお持ち下さい。ご持参なしの場合、事由に
関わらず、サービスの提供が出来ませんのでご了承下さ
い。
・チケットは期限迄に必ずご利用下さい。期日を過ぎたチ
ケットはご利用頂けません。
・チケットの払い戻しなどは出来ません。
・換金は不可となります。
・遅刻をされる場合は必ずご連絡下さい。（遅刻時間により
コースが変更になる場合がございます）10分以上の遅刻で
キャンセル扱いとさせていただきます。

※画像はイメージです。

仙豆のちから岡
崎エルエル店

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分170,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1284533】
【お申し込み後生産】織
田信長をイメージした折
り畳みチェア「SHOW-GI」
革のパッチワークデザイ
ン品

日本古来の「床几（しょうぎ）」という折り畳み式の椅子に、ガ
ロチャが得意とするパッチワークによって近代的なデザイン
を取り入れた作品です。
既存の生地の上からパッチワーク皮をつける手法のため、
耐久性も心配なし。折り畳み可能で、お部屋のインテリアと
しても、アウトドアアイテムとしてもご利用可能です。

■お礼品の内容について
・織田信長をイメージした折り畳みチェア「SHOW-GI」革の
パッチワークデザイン品[1個]

■サイズ
W440、H440、D310mm（開いた際の数値／実寸値のため誤
差がございます）

■原材料・成分
堅く丈夫な椈（ブナ）の白木を塗装加工／座面は本革仕様

■注意事項/その他
お申し込み後生産でのお礼品となっておりますので、お申し
込み後お届けまでにお時間をいただいております。
お時間がかかってしまい申し訳ございませんが、一人の職
人によって作り上げる作品となるためご容赦くださいませ。

※画像はイメージです。

ガロチャ

【1284535】
【お申し込み後生産】豊
臣秀吉をイメージした折
り畳みチェア「SHOW-GI」
革のパッチワークデザイ
ン品

日本古来の「床几（しょうぎ）」という折り畳み式の椅子に、ガ
ロチャが得意とするパッチワークによって近代的なデザイン
を取り入れた作品です。
既存の生地の上からパッチワーク皮をつける手法のため、
耐久性も心配なし。折り畳み可能で、お部屋のインテリアと
しても、アウトドアアイテムとしてもご利用可能です。

■お礼品の内容について
・豊臣秀吉をイメージした折り畳みチェア「SHOW-GI」革の
パッチワークデザイン品[1個]

■サイズ
W440、H440、D310mm（開いた際の数値／実寸値のため誤
差がございます）

■原材料・成分
堅く丈夫な椈（ブナ）の白木を塗装加工／座面は本革仕様

■注意事項/その他
お申し込み後生産でのお礼品となっておりますので、お申し
込み後お届けまでにお時間をいただいております。
お時間がかかってしまい申し訳ございませんが、一人の職
人によって作り上げる作品となるためご容赦くださいませ。

※画像はイメージです。

ガロチャ
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【寄附金区分180,000円以上】

【1205083】
DAN+RO（2glass）縦型
【スターターキット】

暖炉には憧れる。しかし、いざ現実を考えるとコストや手間
から二の足を踏んでしまう・・・という方も多いのではないで
しょうか。
『DAN+RO』は、そんなあなたのための手軽に使えるポータ
ブルな暖炉です。
●一般的に炭で火を起こすバーベキューコンロなどは、炭
火を横から眺めることはできません。
しかし『DAN+RO』は、パチパチと燃える炭火そのものを眺め
て愉しめるよう、強化ガラスを使用しておりますので、
揺れる炎や真っ赤な炭を眺める至福の時間を過ごすことが
できます。
●『DAN+RO』はその名の通り暖炉として暖をとれるのはも
ちろん、「コンロ」としても使用可能です。。
炭火だから鍋やシェラカップ、スキレットを乗せて調理するこ
とも出来ます。
●慣れない火付けも固形燃料と炭をDAN+ROにセットするだ
けで10分もすれば簡単に火が着きます。
●上部、内部が取り外し出来るので、メンテナンス性にも優
れています。

■内容量
・DAN+RO（2glass）縦型 1台
・DAN+RO縦型用 AMI(網） 1個
・DAN+RO縦型用ADAPTER(補助金具) 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
【DAN+RO縦型仕様】
幅：183mm、高さ：290mm、奥行き：180mm
重さ：3kg、材質：ステンレス
＊耐熱ガラス2枚仕様
■注意事項
【使用上の注意】
1.使用時、使用直後は熱くなっています。やけどに注意して
ください。
2.不安定な場所で使用する際は耐熱、不燃性の安定板を使
用して下さい。
3.換気の悪い場所では十分注意をしてください。
4.過酷な使い方や特殊なご使用をされますとケガやヤケドな
ど思わぬ事故の原因になったり、本体が破損したりする恐
れがあります。
5.本製品は金属でできており製品の淵などでケガをする恐
れがあるので十分注意をしてください。
6.本製品は落下等で破損する恐れがあります。
7.お子様の手の届かなところに保管してください。
8.燃えやすいものの近くで使用しないでください。

※画像はイメージです。

株式会社アイザ
ワ

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分185,000円以上】

【1205082】
DAN+RO（2glass）横型
【スターターキット】

暖炉には憧れる。しかし、いざ現実を考えるとコストや手間
から二の足を踏んでしまう・・・という方も多いのではないで
しょうか。
『DAN+RO』は、そんなあなたのための手軽に使えるポータ
ブルな暖炉です。
●一般的に炭で火を起こすバーベキューコンロなどは、炭
火を横から眺めることはできません。
しかし『DAN+RO』は、パチパチと燃える炭火そのものを眺め
て愉しめるよう、強化ガラスを使用しておりますので、
揺れる炎や真っ赤な炭を眺める至福の時間を過ごすことが
できます。
●『DAN+RO』はその名の通り暖炉として暖をとれるのはも
ちろん、「コンロ」としても使用可能です。
炭火だから鍋やシェラカップ、スキレットを乗せて調理出来
ます。
●慣れない火付けも固形燃料と炭をDAN+ROにセットするだ
けで10分もすれば簡単に火が着きます。
●上部、内部が取り外し出来るので、メンテナンス性にも優
れています。

■内容量
・DAN+RO（2glass）横型 1台
・DAN+RO横型用 AMI(網） 1個
・DAN+RO横型用ADAPTER(補助金具) 1個
■原材料・成分・提供サービス詳細
【DAN+RO横型仕様】
幅：270mm、高さ：205mm、奥行き：155mm
重さ：3kg、材質：ステンレス
＊耐熱ガラス2枚仕様
■注意事項
【使用上の注意】
1.使用時、使用直後は熱くなっています。やけどに注意して
ください。
2.不安定な場所で使用する際は耐熱、不燃性の安定板を使
用して下さい。
3.換気の悪い場所では十分注意をしてください。
4.過酷な使い方や特殊なご使用をされますとケガやヤケドな
ど思わぬ事故の原因になったり、本体が破損したりする恐
れがあります。
5.本製品は金属でできており製品の淵などでケガをする恐
れがあるので十分注意をしてください。
6.本製品は落下等で破損する恐れがあります。
7.お子様の手の届かなところに保管してください。
8.燃えやすいものの近くで使用しないでください。

※画像はイメージです。

株式会社アイザ
ワ

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分185,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1253376】
ギャッベミニアート

ギャッベとは、「毛足の長い絨毯」の総称です。その中でも、
イランのゾランバリ社により徹底管理されたゾランバリギャッ
ベは、草木染めであり、織り子が大地の中で自由に感性や
願いを込めて手織りで作り上げるもので、遊牧生活の中か
ら生まれたもの。
従来、ギャッベは絨毯として使用しますが、小さいギャッベを
岡崎市の間伐材のスギとヒノキで作られた額に入れ、絵画
としてお楽しみいただけます。また、額には入っていますが、
簡単に外し従来通りの敷物としてもご使用いただけます。

■内容量
・ギャッベミニアート[57×54cm 1枚]

■原材料・成分
・羊毛100% 草木染め
・岡崎市間伐材100%（スギ・ヒノキ）

※画像はイメージです。

ギャッベ美術館株
式会社

【1271771】
ギャッベミニアート
10087650

ギャッベとは、「毛足の長い絨毯」の総称です。その中でも、
イランのゾランバリ社により徹底管理されたゾランバリギャッ
ベは、草木染めであり、織り子が大地の中で自由に感性や
願いを込めて手織りで作り上げるもので、遊牧生活の中か
ら生まれたもの。
従来、ギャッベは絨毯として使用しますが、小さいギャッベを
岡崎市の間伐材のスギとヒノキで作られた額に入れ、絵画
としてお楽しみいただけます。また、額には入っていますが、
簡単に外し従来通りの敷物としてもご使用いただけます。

■内容量
・ギャッベミニアート[１枚 57×53.5cm]

■原材料・成分
・羊毛100% 草木染め
・岡崎市間伐材100%（スギ・ヒノキ）

※画像はイメージです。

ギャッベ美術館株
式会社

【1280212】
ギャッベミニアート
10081375

ギャッベとは、「毛足の長い絨毯」の総称です。その中でも、
イランのゾランバリ社により徹底管理されたゾランバリギャッ
ベは、草木染めであり、織り子が大地の中で自由に感性や
願いを込めて手織りで作り上げるもので、遊牧生活の中か
ら生まれたもの。
従来、ギャッベは絨毯として使用しますが、小さいギャッベを
岡崎市の間伐材のスギとヒノキで作られた額に入れ、絵画
としてお楽しみいただけます。また、額には入っていますが、
簡単に外し従来通りの敷物としてもご使用いただけます。

■お礼品の内容について
・ギャッベミニアート 10081375[57×53.5cm 1枚]

■原材料・成分
・羊毛100% 草木染め
・岡崎市間伐材100%(スギ・ヒノキ)

※画像はイメージです。

ギャッベ美術館株
式会社
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【寄附金区分200,000円以上】

【1200071】
岡崎ニューグランドホテ
ル】１泊２食付ペア宿泊
券（デラックスツイン） ※
観光クーポン付き

徳川家康公生誕の岡崎城、かつての宿場の面影が垣間見
える家並みなど、数多くの史跡が残る五万石城下町、岡
崎。岡崎ニューグランドホテルは、岡崎城とならび、清流乙
川のたもとに佇み、水と緑と光につつまれた風光明媚な土
地に位置します。ゲストの方々の心を優しくつつみこむ最上
階のデラックスツインルームで、どうぞごゆっくりお過ごしく
ださい。 「岡崎城」入場券、岡崎みやげ金券などが付いた観
光に便利な「岡崎城下家康公お城クーポン」も付いておりま
す。
【ご夕食】フレンチコース料理・和食会席料理のどちらかをお
選びいただけます。
【ご朝食】30種以上の和洋折衷モーニングブッフェ。270度の
展望レストランでお楽しみいただけます。

■内容量
・岡崎ニューグランドホテル
1泊2食付ペア宿泊券(デラックスツイン) ※観光クーポン付
き
■使用期限:発送日より3ヵ月
■注意事項/その他
【お申し込みの流れ】
・寄付お申し込み受付後、岡崎ニューグランドホテルよりご
宿泊券をお送りいたします。
・宿泊に関しては事前にお電話にてご予約をお願いいたしま
す。
※1日1室限定となります。ご予約の状況により、ご希望に添
えない場合がございます。
※宿泊券は期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎた宿
泊券はご利用頂けません。
※宿泊券の払戻等は出来ません。
※画像はイメージです。

株式会社岡崎
ニューグランドホ
テル

【1270985】
靴〈スニーカー〉
CAGIANA《カジーナ》
KUNPU《薫風》［オーダー
メイドスニーカー］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
KUNPU《薫風》[1足]
・付属品：靴箱
〇カラー：マルチカラー/ホワイト/ブラックよりお選びくださ
い。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：ローリングゲイトシステムのソール
・革の素材：厳選した柔らかくて上質な牛革
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブ
レイン

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分200,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1270987】
靴〈スニーカー〉
CAGIANA《カジーナ》
SEIKO《晴光》［オーダー
メイドスニーカー］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
SEIKO《晴光》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、靴箱（桐）
〇カラー：ピンク/ブルー/ホワイト/ブラックよりお選びくださ
い。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：ニューフレックス
・革の素材：厳選した柔らかくて上質な牛革
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブ
レイン
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【寄附金区分200,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1270992】
靴〈スニーカー〉
CAGIANA《カジーナ》
SOKYU《蒼穹》［オーダー
メイドスニーカー］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
SOKYU《蒼穹》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、靴箱（桐）
〇カラー：グレイ/ブルー/レッド/ワインレッドよりお選びくだ
さい。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：ニューフレックス
・革の素材：柔らかく上質なカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブ
レイン

【1270994】
靴〈スニーカー〉
CAGIANA《カジーナ》
TAMAYURA《玉響》［オー
ダーメイドスニーカー］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
TAMAYURA《玉響》[1足]
・付属品：靴箱
〇カラー：ホワイト＆ブラック/グレイ/ネイビー/ブラウン/ホ
ワイト/ブラック よりお選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：メガグリップ
・革の素材：厳選した柔らかくて上質な牛革
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブ
レイン
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【寄附金区分200,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1270640】
靴〈スニーカー〉のカタロ
グ 豊富なデザインから選
択可能 オーダーシュー
ズはサイズに制限があり
ません

ネットで申込みできるシューズカタログです。オーダーシュー
ズの製品カテゴリ『スニーカー』の中から、1足申込みできる
クーポンが封入されています。好みの靴を選んで専用の計
測キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職
人が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。カ
タログでデザインから選べるため、ギフトにもぴったり。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー|オーダーシューズ〉のカタログギフト[1点]
・付属品：クーポンコードカード、フットルーラーセット(足の測
定器セット)、足の測定方法手順パンフレット、ギフト箱(桐)

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブ
レイン

【1270984】
靴〈スニーカー〉
CAGIANA《カジーナ》
SYURIN《秋霖》[オーダー
メイドスニーカー]

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
SYURIN《秋霖》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋(1足分)、靴箱(桐)
〇（カラー）ホワイト、ブラック （エクストラ）ネイビーブルー、
グレー （ベロア）ブラック、ネイビー、ブラウン、ダークブラウ
ン、グレイ よりお選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：ニューフレックス
・革の素材：柔らかく上質なカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブ
レイン
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【寄附金区分200,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1146758】
【愛知県岡崎市】一
休.com・Yahoo!トラベル
割引クーポン(60,000円
分)

一休.comまたはYahoo!トラベルにおける、愛知県岡崎市の
対象宿泊施設のオンライン予約時に利用できる割引クーポ
ンです。
※クーポンを利用して宿泊施設を予約するには、一休.com
またはYahoo!トラベルへのログインが必要です。

■内容
・割引クーポン：60,000円分
・対象宿泊施設所在地：愛知県岡崎市
・有効期限：1年～1年半
※寄付お申込みの時期により有効期限は異なります。

■ご利用の流れ
(1)寄付お申込み後、さとふるより割引クーポンコード・有効
期限が記載されたハガキを郵送します。ハガキ裏面のQR
コードから、対象宿泊施設をご確認ください。
(2)対象施設からご希望の宿泊施設を選び、割引クーポンを
ご利用の上、一休.comまたはYahoo!トラベルにてご予約くだ
さい。（必ず予約時に割引クーポンコードをご入力ください）

■注意事項
・有効期限を過ぎるとご利用いただけなくなります。また、
チェックアウト日が、有効期限を超えるご予約ではご利用い
ただけません。
・割引クーポンは、1回のご予約につき、1コードずつのご利
用となります。また、複数のご予約に分けて利用することは
できません。
・GoToトラベルキャンペーンを含む、他の割引クーポンとの
併用ができません。
・対象の宿泊施設は、寄付お申込みの時期により変更とな
る場合がございます。 対象宿泊施設一覧に記載がある宿
泊施設であっても、営業状況や予約状況により、希望の施
設を予約できない場合がございます。
・割引クーポンをYahoo!トラベルにてご利用いただく場合、
Yahoo!トラベル「宿泊予約」でのみご利用いただけます。「宿
泊予約(各社比較)」及び「ヤフーパック(宿泊+航空券)」では
ご利用いただけませんので、予めご了承ください。
・すでにご予約が完了している場合、後から割引クーポン
を適用することはできません。
・ご予約をキャンセルされた場合、ご利用いただいた割引
クーポンは即時返還され、有効期限内であれば別のご予約
で再度ご利用いただけます。
・割引クーポンをご利用にならなかった場合、現金による払
い戻しはできません。
・割引クーポンの券面額が予約金額を上回る場合であって
も、釣銭は出ません。
・割引クーポンコードは再発行できませんのでご注意くださ
い。

※画像はイメージです。

株式会社一休

※対象となる宿泊施設は一休.comと

Yahoo!トラベルで異なります。

【一休.com】 対象宿泊施設一覧
https://www.ikyu.com/ap/srch/CouponUs
ableAccommodation.aspx?cmid=80119

【Yahoo!トラベル】 対象宿泊施設一覧
https://travel.yahoo.co.jp/coupons/80119
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【寄附金区分220,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1202700】
高級素材オーダーメイド
馬毛まくら

世界でも数少ない馬毛製品の製造を行っているオーストリ
アのムースブルガー社から馬毛と側生地を直輸入していま
す。
馬毛は、本来ストレートで弾力性がなくまくらにすると重くて
固いものになりますが、ムースブルガー社ではストレートな
馬毛を縄状に編み、蒸し、乾燥し、またほぐすという工程を
経ることで強力なカールが入り優れた弾力性が生まれま
す。こうして生まれた馬毛は一般的なまくらの中材と比べへ
たりにくく、へたっても揉みほぐすとすぐに元に戻るという特
徴を持ち耐久性に優れ半永久的に使えるまくらになります。
また、馬毛はヨーロッパでは高級寝具の素材として知られ、
通気性・吸湿性、放湿性に優れており寝ている時にかく汗を
素早く吸収できる吸湿性に優れている馬毛はとてもふさわし
い素材です。原材料の馬毛は、原毛の選別から加工に至る
までの全工程をムースブルガー社で行いほとんどを手作業
でしておりまくら1つに約3～4頭分の馬の尻尾が使用されて
います。オーストリアより直輸入した材料を小野ふとん店の
スタッフが寄付者様の体型を診断し、体型に合わせた馬毛
の弾力・高さを調節し充填し理想の寝姿勢へ導くまくらをお
届けします。

■内容量
・高級素材オーダーメイド馬毛まくら
オーストリア産、サイズ：60×25cm

■原材料・成分・提供サービス詳細
・中材：毛100％（馬毛100％）
・側生地：綿100％（オーガニックコットン100％）
■提供期限：発行日より1ヵ月
■注意事項/その他
※馬毛は耐久性に優れた希有な素材なので、お手入れは
基本的に他の寝具と変わりません。まくらカバーをこまめに
洗濯するだけで大丈夫です。
■寄付お申し込み後の流れ
・寄付お申し込み受付後、株式会社小野ふとん店より案内
書を送付いたします。
・案内書内容をご確認いただき、メールにてご返信ください。
・ご返信いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※案内書は期限迄に必ずご返信ください。期日を過ぎた場
合はご利用頂けません。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。

※画像はイメージです。

株式会社小野ふとん店
受付期間外
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【寄附金区分220,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1147753】
靴〈ゴルフシューズ〉
CAGIANA GOLF FUUN
《風雲》[オーダーメイド
シューズ]

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。アフターサー
ビスとして、お礼品発送後より１年間、無料で靴のサイズ調
整を行います。
CAGIANA GOLFシリーズは、16個の樹脂製の鋲が付いてい
る「ソフトスパイクタイプ」と、ソールに凸凹をつけグリップ力
を高めた構造の「スパイクレスタイプ」の２タイプから選択可
能です。

■お礼品の内容について
・靴〈ゴルフシューズ〉CAGIANA GOLF FUUN《風雲》[オー
ダーメイドシューズ][1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋(1足分)、靴箱(桐)
〇カラー：ブラック/ホワイト よりお選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：ソフトスパイク/スパイクレスから選択
・革の素材：柔らかく上質なカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。アフターサー
ビスとして、お礼品発送後より１年間、無料で靴のサイズ調
整を行います。
CAGIANA GOLFシリーズは、16個の樹脂製の鋲が付いてい
る「ソフトスパイクタイプ」と、ソールに凸凹をつけグリップ力
を高めた構造の「スパイクレスタイプ」の２タイプから選択可
能です。

■お礼品の内容について
・靴〈ゴルフシューズ〉CAGIANA GOLF FUTEN《風天》[オー
ダーメイドシューズ][1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋(1足分)、靴箱(桐)
〇カラー：ブルー/レッド よりお選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：ソフトスパイク/スパイクレスから選択
・革の素材：柔らかく上質なカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

【1285895】
靴〈ゴルフシューズ〉
CAGIANA GOLF FUTEN
《風天》[オーダーメイド
シューズ]

株式会社ネイブレイン受付期間外

受付期間外
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【寄附金区分220,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1285897】
靴〈ゴルフシューズ〉
CAGIANA GOLF FUKOU
《風光》[オーダーメイド
シューズ]

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。アフターサー
ビスとして、お礼品発送後より１年間、無料で靴のサイズ調
整を行います。
CAGIANA GOLFシリーズは、16個の樹脂製の鋲が付いてい
る「ソフトスパイクタイプ」と、ソールに凸凹をつけグリップ力
を高めた構造の「スパイクレスタイプ」の２タイプから選択可
能です。

■お礼品の内容について
・靴〈ゴルフシューズ〉CAGIANA GOLF FUKOU《風光》[オー
ダーメイドシューズ][1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋(1足分)、靴箱(桐)
〇カラー：ブラック／ホワイト よりお選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：ソフトスパイク/スパイクレスから選択
・革の素材：柔らかく上質なカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン
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【寄附金区分235,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1204812】
見守りセンサー ミマモ
ラート本体と利用6か月
分

1人暮らしや、施設の個室に入居されている高齢者の動きを
感知し、異常や緊急時などの早期発見が可能です。
生前整理アプリを通して、スマートフォン、タブレット端末で
簡単に確認することができ、家族等で共有できます。
設置方法は電源をつないでいただき、お部屋の隅に設置す
るだけで届いたその日からご使用いただけます。
Wi-Fi環境は必要ないので電源さえつなげる環境があれば、
ミマモラートを別の部屋へ移動することも可能です。

■内容量
・見守りセンサー ミマモラート本体 １個と利用6か月分
サイズ：約8x17.5x6cm、重さ：約340g

■原材料・成分・提供サービス詳細
生体情報確認サービス

■使用期限：申込書発送日より3ヵ月
■お申し込み後の流れ
※申込前に必ずご確認ください
1、リードライフより書類（申込書）を送付いたします。
2、書類の内容をご確認いただき、住所等ご記入の上ご返
送ください。
3、手続き完了後、数日後にリードライフより確認事項につい
てご連絡いたします。
4、確認後、お申し込みのご住所へミマモラートを配送いたし
ます。
※お申し込みから発送までに一定期間を設けており、すぐ
発送ができない場合がありますのでご了承ください。
原則として各月20日までを締め切りとして（ご確認完了ま

で）、手続き及び発送を行います。
■注意事項／その他
・サービスのご利用の際に、アプリ（無料）をダウンロードし
ていただく必要がございます。
・サービスのご利用は2年契約となっており、ご利用7か月以
降は別途月額4,378円（税込）が必要です。
解約の場合は違約金が発生いたします。

・返礼品申込後、サービスの利用規約および重要事項に同
意いただけず契約が成立しなかった場合や
契約成立後に寄付者や見守られる方の都合その他の事

由により期間中、途中でサービス提供を中止された場合で
も
ご寄付の取り消し、寄付金の返金はできかねます。

※ミマモラート本体と6か月分のご利用料金が含まれており
ます。
※画像はイメージです。

株式会社リードライフ受付期間外
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【寄附金区分240,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1202701 】
高級素材オーダーメイド
馬毛まくら（ロング）

世界でも数少ない馬毛製品の製造を行っているオーストリ
アのムースブルガー社から馬毛と側生地を直輸入していま
す。馬毛は、本来ストレートで弾力性がなくまくらにすると重
くて固いものになりますが、ムースブルガー社ではストレート
な馬毛を縄状に編み、蒸し、乾燥し、またほぐすという工程
を経ることで強力なカールが入り優れた弾力性が生まれま
す。こうして生まれた馬毛は一般的なまくらの中材と比べへ
たりにくく、へたっても揉みほぐすとすぐに元に戻るという特
徴を持ち耐久性に優れ半永久的に使えるまくらになります。
また、馬毛はヨーロッパでは高級寝具の素材として知られ、
通気性・吸湿性、放湿性に優れており寝ている時にかく汗を
素早く吸収できる吸湿性に優れている馬毛はとてもふさわし
い素材です。原材料の馬毛は、原毛の選別から加工に至る
までの全工程をムースブルガー社で行いほとんどを手作業
でしておりまくら1つに約3～4頭分の馬の尻尾が使用されて
います。オーストリアより直輸入した材料を小野ふとん店の
スタッフが寄付者様の体型を診断し、体型に合わせた馬毛
の弾力・高さを調節し充填し理想の寝姿勢へ導くまくらをお
届けします。

■内容量
・高級素材オーダーメイド馬毛まくら（ロング）
オーストリア産、サイズ：80×40cm

■原材料・成分・提供サービス詳細
・中材：毛100％（馬毛100％）
・側生地：綿100％（オーガニックコットン100％）
■提供期限：発行日より1ヵ月
■注意事項/その他
※馬毛は耐久性に優れた希有な素材なので、お手入れは
基本的に他の寝具と変わりません。まくらカバーをこまめに
洗濯するだけで大丈夫です。
■寄付お申し込み後の流れ
・寄付お申し込み受付後、株式会社小野ふとん店より案内
書を送付いたします。
・案内書内容をご確認いただき、メールにてご返信ください。
・ご返信いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※案内書は期限迄に必ずご返信ください。期日を過ぎた場
合はご利用頂けません。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。

※画像はイメージです。

株式会社小野ふとん店受付期間外
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【寄附金区分250,000円以上】

【1271032】
靴〈スニーカー〉
CAGIANA《カジーナ》
YUGIN《遊吟》［オーダー
メイドスニーカー］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
YUGIN《遊吟》[1足]
・付属品：靴箱
〇カラー：ブラック＆ホワイト/ホワイト/ブラックよりお選びく
ださい。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：メガグリップ
・革の素材：厳選した柔らかくて上質な牛革
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
SYUHARI《守破離》[1足]
・付属品：靴箱
〇カラー：ホワイト/ブラック/ネイビー/マルチカラー/グレー
よりお選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：ニューフレックス
・革の素材：厳選した柔らかくて上質な牛革
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

【1270996】
靴〈スニーカー〉
CAGIANA《カジーナ》
SYUHARI《守破離》［オー
ダーメイドスニーカー］

株式会社ネイブレイン

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分250,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1270647】
靴〈スニーカー(ハイグ
レード)〉CAGIANAのカタ
ログ 豊富なデザインから
選択 サイズに制限なし

ネットで申込みできるシューズカタログです。オーダーシュー
ズの製品カテゴリ『スニーカー[ハイグレード]』の中から、1足
申込みできるクーポンが封入されています。好みの靴を選
んで専用の計測キットで足を計測し、計測結果をWeb登録す
るだけ。靴職人が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を
作ります。カタログでデザインから選べるため、ギフトにも
ぴったり。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー(ハイグレード)|オーダーシューズ〉のカタログ
ギフト[1点]
・付属品：クーポンコードカード、フットルーラーセット(足の測
定器セット)、足の測定方法手順パンフレット、ギフト箱(桐)

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

【1271034】
靴〈スニーカー〉
CAGIANA《カジーナ》
YUFU《遊風》［オーダーメ
イドスニーカー］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈スニーカー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
YUFU《遊風》[１足]
・付属品：靴箱
〇カラー：ホワイト/ブラック/ネイビー/ゴールドよりお選びく
ださい。
〇サイズ制限なし。

■素材
・靴底：ローリングゲイトシステムのソール
・革の素材：厳選した柔らかくて上質な牛革
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン
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【寄附金区分265,000円以上】

【1271143】
靴〈カジュアル〉CAGIANA
《カジーナ》KAGERO《陽
炎》［オーダーシューズ］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈カジュアルー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
KAGERO《陽炎》[1足]
・付属品：靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、靴箱（桐）
〇（カラー）ダークブラウン、（ベロアカラー）キャメルからお
選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社サドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

【1271136】
靴〈カジュアル〉CAGIANA
《カジーナ》HOZUKI《鬼
灯》［オーダーシューズ］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈カジュアルー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
HOZUKI《鬼灯》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、
靴箱（桐）
〇（カラー）ブラック/ダークブラウン、（ベロアカラー）ブラック
/キャメル/グレイからお選びください。
〇サイズ制限なし。スタッズ有無の指定可。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社サドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分265,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1271159】
靴〈カジュアル〉CAGIANA
《カジーナ》SEIRAN《青
藍》［オーダーシューズ］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈カジュアルー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
SEIRAN《青藍》[1足]
・付属品：靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、靴箱（桐）
〇カラー：ブラック
〇サイズ制限なし。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社のベガノレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

株式会社ネイブレイン

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈カジュアルー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
NOKAZE《野風》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、
靴箱（桐）
〇（カラー）ブラック、（ベロアカラー）ブラウンからお選びくだ
さい。
〇サイズ制限なし。キルト、スタッズ有無の指定可。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社サドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

【1271153】
靴〈カジュアル〉CAGIANA
《カジーナ》NOKAZE《野
風》［オーダーシューズ］
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【寄附金区分265,000円以上】

商品名 画像 業者名

株式会社ネイブレイン

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈カジュアルー|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
NOWAKI《野分》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、
靴箱（桐）
〇（カラー）ブラック/ダークブラウン、（ベロアカラー）ベー
ジュからお選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社のサドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

【1271268】
靴〈カジュアル〉CAGIANA
《カジーナ》NOWAKI《野
分》［オーダーシューズ］

【1271108】
靴〈ビジネス〉CAGIANA
《カジーナ》ASANAGI《朝
凪》[オーダーシューズ]

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈ビジネス|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
ASANAGI《朝凪》[1足]
・付属品：靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、靴箱（桐）
〇（カラー）ブラック/ブラウン/ダークブラウン、（ベロアカ
ラー）ブラウンからお選びください。
〇サイズ制限なし。スタッズ有無の指定可。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社のサドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン
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【寄附金区分265,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1270646】
靴〈ドレスシューズ〉
CAGIANAのカタログ 豊
富なデザインから選択可
能 サイズに制限がありま
せん

ネットで申込みできるシューズカタログです。オーダーシュー
ズの製品カテゴリ『ドレスシューズ』の中から、1足申込みで
きるクーポンが封入されています。好みの靴を選んで専用
の計測キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。
靴職人が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作りま
す。カタログでデザインから選べるため、ギフトにもぴった
り。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈ドレスシューズ|オーダーシューズ〉のカタログギフト[1
点]
・付属品：クーポンコードカード、フットルーラーセット(足の測
定器セット)、足の測定方法手順パンフレット、ギフト箱(桐)

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

【1271112】
靴〈ビジネス〉CAGIANA
《カジーナ》HITOMAKU
《一幕》[オーダーシュー
ズ]

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈ビジネス|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
HITOMAKU《一幕》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、
靴箱（桐）
〇（カラー）ブラック/ブラウン、（ベロアカラー）ブラウンから
お選びください。
〇サイズ制限なし。スタッズ有無の指定可。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社のサドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン
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【寄附金区分265,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1271118】
靴〈ビジネス〉CAGIANA
《カジーナ》NANTEN《南
天》［オーダーシューズ］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈ビジネス|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
NANTEN《南天》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、
靴箱（桐）
〇（カラー）ブラック/ダークブラウン、（ベロアカラー）ブラック
からお選びください。
〇サイズ制限なし。スタッズ有無の指定可。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社のサドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

【1271116】
靴〈ビジネス〉CAGIANA
《カジーナ》KANRAI《寒
雷》［オーダーシューズ］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈ビジネス|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
KANRAI《寒雷》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、
靴箱（桐）
〇（カラー）ブラック/ブラウン、（ベロアカラー）ブラウンから
お選びください。
〇サイズ制限なし。スタッズ有無の指定可。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社のサドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン
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【寄附金区分265,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1271121】
靴〈ビジネス〉CAGIANA
《カジーナ》YAKUMO《八
雲》［オーダーシューズ］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈ビジネス|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
YAKUMO《八雲》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、
靴箱（桐）
〇カラー：ブラック/ダークブラウン、（ベロアカラー）グレイか
らお選びください。
〇サイズ制限なし。スタッズ有無の指定可。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社のサドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

【1271119】
靴〈ビジネス〉CAGIANA
《カジーナ》SOKO《霜降》
［オーダーシューズ］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈ビジネス|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
SOKO《霜降》[1足]
・付属品：靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、靴箱（桐）
〇カラー：ブラック/ブラウンからお選びください。
〇サイズ制限なし。スタッズ有無の指定可。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社のサドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン

254 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分265,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1271163】
靴〈ビジネス〉CAGIANA
《カジーナ》SINONOME
《東雲》［オーダーシュー
ズ］

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈ビジネス|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
SINONOME《東雲》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋（1足分）、シューツリー1足分、
靴箱（桐）
〇カラー：ブラック/ブラウンからお選びください。
〇サイズ制限なし。スタッズ有無の指定可。

■素材
・革の素材：フランスの革製品会社のサドルカーフレザー
・靴内部の素材：しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブレイン
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【寄附金区分300,000円以上】

【1200292】
【岡崎ニューグランドホテ
ル】１泊２⻝付ペア宿泊
券（スイートルーム） ※観
光クーポン付き

徳川家康公生誕の岡崎城、かつての宿場の面影が垣間見
える家並みなど、数多くの史跡が残る五万石城下町、岡
崎。 岡崎ニューグランドホテルは、岡崎城とならび、清流乙
川のたもとに佇み、水と緑と光につつまれた風光明媚な土
地に位置します。
ゲストの方々の心を優しくつつみこむスイートルームで、どう
ぞごゆっくりお過ごしください。「岡崎城」入場券、岡崎みや
げ金券などが付いた観光に便利な「岡崎城下家康公お城
クーポン」も進呈いたします。
【ご夕食】フレンチコースと和食会席をお選びいただけます。
【ご朝食】30種以上の和洋折衷モーニングブッフェ。270度の
展望レストランでお楽しみいただけます。

■内容量
・岡崎ニューグランドホテル
1泊2食付ペア宿泊券(スイートルーム) ※観光クーポン付き
■使用期限:発送日より3ヵ月
■注意事項/その他
【お申込みの流れ】
・寄付お申し込み受付後、岡崎ニューグランドホテルよりご
宿泊券をお送りいたします。
・宿泊に関しては事前にお電話にてご予約をお願いいたしま
す。
※1日1室限定となります。ご予約の状況により、ご希望に添
えない場合がございます。
※宿泊券は期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎた宿
泊券はご利用頂けません。
※宿泊券の払戻等は出来ません。
※画像はイメージです。

株式会社岡崎
ニューグランドホ
テル

商品名 画像 業者名
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【寄附金区分300,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1146759】
【愛知県岡崎市】一
休.com・Yahoo!トラベル
割引クーポン(90,000円
分)

一休.comまたはYahoo!トラベルにおける、愛知県岡崎市の
対象宿泊施設のオンライン予約時に利用できる割引クーポ
ンです。
※クーポンを利用して宿泊施設を予約するには、一休.com
またはYahoo!トラベルへのログインが必要です。

■内容
・割引クーポン：90,000円分
・対象宿泊施設所在地：愛知県岡崎市
・有効期限：1年～1年半
※寄付お申込みの時期により有効期限は異なります。

■ご利用の流れ
(1)寄付お申込み後、さとふるより割引クーポンコード・有効
期限が記載されたハガキを郵送します。ハガキ裏面のQR
コードから、対象宿泊施設をご確認ください。
(2)対象施設からご希望の宿泊施設を選び、割引クーポンを
ご利用の上、一休.comまたはYahoo!トラベルにてご予約くだ
さい。（必ず予約時に割引クーポンコードをご入力ください）

■注意事項
・有効期限を過ぎるとご利用いただけなくなります。また、
チェックアウト日が、有効期限を超えるご予約ではご利用い
ただけません。
・割引クーポンは、1回のご予約につき、1コードずつのご利
用となります。また、複数のご予約に分けて利用することは
できません。
・GoToトラベルキャンペーンを含む、他の割引クーポンとの
併用ができません。
・対象の宿泊施設は、寄付お申込みの時期により変更とな
る場合がございます。 対象宿泊施設一覧に記載がある宿
泊施設であっても、営業状況や予約状況により、希望の施
設を予約できない場合がございます。
・割引クーポンをYahoo!トラベルにてご利用いただく場合、
Yahoo!トラベル「宿泊予約」でのみご利用いただけます。「宿
泊予約(各社比較)」及び「ヤフーパック(宿泊+航空券)」では
ご利用いただけませんので、予めご了承ください。
・すでにご予約が完了している場合、後から割引クーポン
を適用することはできません。
・ご予約をキャンセルされた場合、ご利用いただいた割引
クーポンは即時返還され、有効期限内であれば別のご予約
で再度ご利用いただけます。
・割引クーポンをご利用にならなかった場合、現金による払
い戻しはできません。
・割引クーポンの券面額が予約金額を上回る場合であって
も、釣銭は出ません。
・割引クーポンコードは再発行できませんのでご注意くださ
い。

※画像はイメージです。

株式会社一休

※対象となる宿泊施設は一休.comと

Yahoo!トラベルで異なります。

【一休.com】 対象宿泊施設一覧
https://www.ikyu.com/ap/srch/CouponUs
ableAccommodation.aspx?cmid=80120

【Yahoo!トラベル】 対象宿泊施設一覧
https://travel.yahoo.co.jp/coupons/80120
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【寄附金区分325,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1204817】
見守りセンサー ミマモ
ラート本体と利用1年分

1人暮らしや、施設の個室に入居されている高齢者の動きを
感知し、異常や緊急時などの早期発見が可能です。
生前整理アプリを通して、スマートフォン、タブレット端末で
簡単に確認することができ、家族等で共有できます。
設置方法は電源をつないでいただき、お部屋の隅に設置す
るだけで届いたその日からご使用いただけます。
Wi-Fi環境は必要ないので電源さえつなげる環境があれば、
ミマモラートを別の部屋へ移動することも可能です。

■内容量
・見守りセンサー ミマモラート本体 １個と利用1年分
サイズ：約8x17.5x6cm、重さ：約340g

■原材料・成分・提供サービス詳細
生体状態確認システム

■使用期限：申込書発送日より3ヵ月
■お申し込み後の流れ
※申込前に必ずご確認ください
1、リードライフより書類（申込書）を送付いたします。
2、書類の内容をご確認いただき、住所等ご記入の上ご返送
ください。
3、手続き完了後、数日後にリードライフより確認事項につい
てご連絡いたします。
4、確認後、お申し込みのご住所へミマモラートを配送いたし
ます。
※お申し込みから発送までに一定期間を設けており、すぐ
発送ができない場合がありますのでご了承ください。
原則として各月20日までを締め切りとして（ご確認完了ま

で）、手続き及び発送を行います。
■注意事項／その他
・サービスのご利用の際に、アプリ（無料）をダウンロードし
ていただく必要がございます。
・サービスのご利用は2年間の契約となっており、ご利用13
か月目以降は別途月額4,378円が必要です。
解約の場合は違約金が発生いたします。

・返礼品申込後、サービスの利用規約および重要事項に同
意いただけず契約が成立しなかった場合や、
契約成立後に寄付者や見守られる方の都合その他の事

由により期間中、途中でサービス提供を中止された場合で
も
ご寄付の取り消し、寄付金の返金はできかねます。

※ミマモラート本体と利用1年分の利用料金が含まれており
ます。
※画像はイメージです。

株式会社リードラ
イフ

受付期間外
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【寄附金区分325,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1271202】
靴〈エクストラ〉CAGIANA
《カジーナ》SOKO《霜降》
[オーダーシューズ]

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
こちらのお礼品は、職人の手で染色する技法により、唯一
無二のグラデーションが現れるカラーのシューズです。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈エクストラ|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
SOKO《霜降》[1足]
・付属品：靴袋2袋(1足分)、シューツリー1足分、靴箱(桐)
〇カラー：ダークブラウン&ネイビー(写真)、グランブルー、バ
イオレット、グレイ、レッド、ワインレッド、レッドブラウン、ブラ
ウン、ダークブラウンからお選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・革の素材:フランスの革製品会社のベガノレザー
・靴内部の素材:しなやかな牛革(抗菌仕様)

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブ
レイン

【1271185】
靴〈エクストラ〉CAGIANA
《カジーナ》KANRAI 《寒
雷》[オーダーシューズ]

ネットで申込みできるオーダーシューズです。専用の計測
キットで足を計測し、計測結果をWeb登録するだけ。靴職人
が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を作ります。
和紙布＋ウレタンベースのカップインソールの「吸汗即乾・
保温・防臭」性能とフカフカな履き心地も快適。
こちらのお礼品は、職人の手で染色する技法により、唯一
無二のグラデーションが現れるカラーのシューズです。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈エクストラ|オーダーシューズ〉CAGIANA《カジーナ》
KANRAI 《寒雷》[1足]
・付属品：靴紐2本、靴袋2袋(1足分)、シューツリー1足分、靴
箱(桐)
〇カラー：ワインレッド(写真)、グランブルー、バイオレット、
グレイ、レッド、レッドブラウン、ブラウン、ダークブラウンから
お選びください。
〇サイズ制限なし。

■素材
・革の素材:フランスの革製品会社ベガノレザー
・靴内部の素材:しなやかな牛革

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブ
レイン
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【寄附金区分325,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1270643】
靴〈エクストラ[靴職人染
色]〉CAGIANAのカタログ
豊富なデザインから選択
可能 サイズに制限なし

ネットで申込みできるシューズカタログです。オーダーシュー
ズの製品カテゴリ『エクストラ[靴職人染色]』の中から、1足
申込みできるクーポンが封入されています。好みの靴を選
んで専用の計測キットで足を計測し、計測結果をWeb登録す
るだけ。靴職人が、左右の違いにも対応したぴったりの靴を
作ります。カタログでデザインから選べるため、ギフトにも
ぴったり。
アフターサービスとして、お礼品発送後より１年間、無料で
靴のサイズ調整を行います。

■内容量
・靴〈エクストラ[靴職人染色]〉のカタログギフト[1点]
・付属品：クーポンコードカード、フットルーラーセット(足の測
定器セット)、足の測定方法手順パンフレット、ギフト箱(桐)

■注意事項/その他
【お申し込み後の流れ】
1.株式会社ネイブレインより専用の計測キットを送付いたし
ます。
2.足を計測いただき、計測結果をWeb登録お願いいたしま
す。
3.ご登録いただいた内容に基づき、お礼品をお届けいたしま
す。
※発送日から1年以内にWeb登録をしてください。ご登録い
ただけない場合、お礼品のお届けが出来ません。

※画像はイメージです。

株式会社ネイブ
レイン
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【寄附金区分335,000円以上】

【1204971】
わくわく赤ちゃん雛人形
キャビネットケース入り

職人が江戸時代からの伝統工芸「桐塑頭（とうそがしら）」で
お子様に似せてかわいいお顔の雛人形を制作致します。
便利なキャビネットケースは、前は取っ手で開けられるよう
になっており、後ろは引き違い窓になっております。どちらか
らも雛人形をお飾りいただけます。
お姫様とお殿様の衣装は、桜の柄行が素敵で飽きのこない
つくりです。
場所を選ばずお飾りいただけるコンパクトな雛人形です。

■内容量
・雛人形 ・ガラスケース ・お道具セット
■原材料・成分・提供サービス詳細
お人形セットのサイズ
横幅 約40センチ、奥行 約27センチ
高さ 約25.5センチ
＜人形＞
・お顔 桐塑胡粉仕上げ
・衣装 化繊
＜飾り台＞
・木製、ガラス
＜油灯＞
・木製
＜お花＞
・台 金属製
・お花 手作り
■申込書使用期限／発送日から１か月
■注意事項
【寄付お申し込み後の流れ】
※申込前に必ずご確認ください。
・寄付お申し込み受付後、株式会社 味岡人形映水工房よ
り申込書をお送り致します。
・申込書の内容をご確認いただき、メールにてご返信下さ
い。
・ご返信いただいた内容に基づき、お礼品をお届け致しま
す。
※申込書は期限迄に必ずご返信ください。期日を過ぎた場
合はご利用頂けません。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。

画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もござ
います。ご了承ください。
お人形は職人が一つ一つ丁寧に作っておりますが、気にな
らない程度のごく僅かなスレなどがある場合がございます
が、製品の性質上ご理解ください。
※メイン画像の子供とお人形のイメージ画像は本製品では
ございません。セット内容をご確認くださいませ。
※お礼品の納期は、申込書のご返送より2ヵ月程いただきま
す。
※お顔は、こちらにある原型を使用致します。原型から制作
させていただくわけではなく、お子様のお顔に近い原型をセ
レクトさせていただき、目、鼻、口を似せて彫刻させていただ
きますので「そっくり」というレベルの製作ではなく、あくまで
雰囲気を似せることを目的としています。

※画像はイメージです。

株式会社 味岡
人形映水工房

商品名 画像 業者名

受付期間外
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【寄附金区分335,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1204981】
わくわく赤ちゃん五月人
形 徳川家康の兜セット

職人が江戸時代からの伝統工芸「桐塑頭（とうそがしら）」で
お子様に似せてかわいいお顔の五月人形を制作致します。
差し込み式の台と屏風に、木目込み人形の子供大将と兜、
かわいいお道具と鯉のぼりが付きました。
ミニ兜は、徳川家康のデザインです。
子供大将の衣装の布には、龍村美術織物を使用していま
す。（靴と靴の裏部分を除く）
兜の布にも龍村美術織物と復元織という上質なシルクを使
用しています。
場所を選ばすお飾りただけるシンプルな五月人形です。

■内容量
・五月人形セット
（子供大将、木目込み人形兜、鯉のぼり、ちまき、アヤメ、
台）
■原材料・成分・提供サービス詳細
横幅 約30センチ、奥行 約26.5センチ、高さ 約32センチ
＜人形＞
・お顔 桐塑胡粉仕上げ
・衣装 木目込み人形 正絹衣装
・兜 木目込み人形 正絹
＜飾り台＞
・木製
＜ミニちまき＞
・レーヨンちりめん、紙
＜アヤメ＞
・レーヨンちりめん
＜鯉のぼり＞
・レーヨンちりめん、天然木
■申込書使用期限／発送日から1ヵ月
■注意事項
【寄付お申し込み後の流れ】
※申込前に必ずご確認ください。
・寄付お申し込み受付後、株式会社 味岡人形映水工房よ
り申込書をお送り致します。
・申込書の内容をご確認いただき、メールにてご返信下さ
い。
・ご返信いただいた内容に基づき、お礼品をお届け致しま
す。
※申込書は期限迄に必ずご返信ください。期日を過ぎた場
合はご利用頂けません。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。

画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もござ
います。ご了承ください。
お人形は職人が一つ一つ丁寧に作っておりますが、気にな
らない程度のごく僅かなスレなどがある場合がございます
が、製品の性質上ご理解ください。
※メイン画像の子供とお人形のイメージ画像は本製品では
ございません。セット内容をご確認くださいませ。
※お礼品の納期は、申込書のご返送より2ヵ月程いただきま
す。
※お顔は、こちらにある原型を使用致します。原型から制作
させていただくわけではなく、お子様のお顔に近い原型をセ
レクトさせていただき、目、鼻、口を似せて彫刻させていただ
きますので「そっくり」というレベルの製作ではなく、あくまで
雰囲気を似せることを目的としています。

※画像はイメージです。

株式会社 味岡
人形映水工房

受付期間外
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【寄附金区分335,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1204994】
わくわく赤ちゃん市松人
形 8号 正絹衣装 約32
センチ

職人が江戸時代からの伝統工芸「桐塑胡粉仕上げ（とうそ
ごふんしあげ）」でお子様に似せてかわいいお顔の市松人
形を制作致します。
お顔や、胴、手足もすべて伝統工芸の桐塑胡粉仕上げで制
作させていただきます。
シルクの衣装は手縫いで仕立てております。帯は一本で制
作し、手結びで着せ付けています。
着せ替えることができ、お座りもできます。
職人が制作する昔ながらの市松人形です。
市松人形を立たせる台、市松人形を座らせる台、市松人形
の立札もお付けします。

■内容量
・市松人形 8号 約32センチ
（市松人形本体、市松人形を立たせる台、市松人形を座ら
せる台、市松人形の立札）
■原材料・成分・提供サービス詳細
・人形（顔、胴、手足） 桐塑胡粉仕上げ
・着物 正絹
・帯 正絹
・髪 絹毛
■申込書使用期限／発送日から1ヵ月
■注意事項
【寄付お申し込み後の流れ】
※申込前に必ずご確認ください。
・寄付お申し込み受付後、株式会社 味岡人形映水工房よ
り申込書をお送り致します。
・申込書の内容をご確認いただき、メールにてご返信下さ
い。
・ご返信いただいた内容に基づき、お礼品をお届け致しま
す。
※申込書は期限迄に必ずご返信ください。期日を過ぎた場
合はご利用頂けません。
※ご返信いただけない場合、お礼品のお届けが出来ませ
ん。

画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もござ
います。ご了承ください。
お人形は職人が一つ一つ丁寧に作っておりますが、気にな
らない程度のごく僅かなスレなどがある場合がございます
が、製品の性質上ご理解ください。
お顔は、特別に制作させていただきますので、お顔の大きさ
は画像よりもやや大きくなりますのでご了承くださいませ。
髪型は、市松人形のおかっぱ頭で制作させていただきま
す。
※お礼品の納期は、申込書のご返送より2ヵ月程いただきま
す。

株式会社 味岡
人形映水工房

263 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分335,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1212409】
レジンテーブル / サイド
テーブル

こだわったのは、木と透明感。
世界有数の銘木であるウォールナットを使い、美しいレジン
樹脂を流し込んで作ったリバーテーブル。川の流れをイメー
ジしたデザインは、クリアで透明なレジンだからできる美しい
作品です。
表面は全て木肌に触れるように無垢仕上げにしています。
１点１点職人が削り、レジン液を流し込み仕上げていますの
で木の表情は異なります。完成まで約３週間を要します。
仕上げのコーティングオイルには、体に有害なものが含ま
れていない”オーディーズオイル”を使用。このオイルで仕上
げることで、退色や傷などを防ぎ、木の風合いを生かしなが
ら。水分のある汚れから木肌を守ってくれます。総体的に、
木の寿命を延ばしてくれるオイルです。
 厚みのある天板は4cm〜5cm。
重みのある天板を支えるアイアン脚はデザインを極力シン
プルに、黒く統一しています。
※リバーボード(R)のレジンテーブルは、天板・アイアン脚、
全て職人による手作りです。

■内容量
・レジンテーブル 直径40cm、高さ50cm(板の厚さ約5cm含
む)
■注意事項／その他
・画像は全て、見本となります。製品は１点１点すべて木の
模様や色が異なりますので、お申込みが重なった際は、お
時間を頂くこともございます。（海外にてウォールナットを選
び、製材・制作しており、国内にてアイアン脚を１点１点制作
している為）
・郵送の際、梱包の関係上、天板・アイアン脚をバラバラの
状態で送ります。納税者様でのネジどめ作業をお願い致し
ます。ネジ穴は開いた状態ですので、位置をご確認頂きプラ
スドライバーをご使用ください。

※画像はイメージです。

株式会社小野ふ
とん店

受付期間外

264 （2022年5月9日現在）



【寄附金区分335,000円以上】

商品名 画像 業者名

【1203737】
見守りセンサー ミマモ
ラート本体

1人暮らしや、施設の個室に入居されている高齢者の動きを
感知し、異常や緊急時などの早期発見が可能です。
生前整理アプリを通して、スマートフォン、タブレット端末で
簡単に確認することができ、家族等で共有できます。
設置方法は電源をつないでいただき、お部屋の隅に設置す
るだけで届いたその日からご使用いただけます。
Wi-Fi環境は必要ないので電源さえつなげる環境があれば、
ミマモラートを別の部屋へ移動することも可能です。

■内容量
・見守りセンサー ミマモラート 1個
サイズ：約8x17.5x6cm、重さ：約340g

■原材料・成分・提供サービス詳細
生体状態確認サービス

■使用期限：発送日から3ヵ月
■お申し込み後の流れ
※申込前に必ずご確認ください。
1、リードライフより書類（申込書）を送付いたします。
2、書類の内容をご確認いただき、住所等ご記入の上ご返送
ください。
3、手続き完了後、数日後にリードライフより確認事項につい
てご連絡いたします。
4、確認後、お申し込みのご住所へミマモラートを配送いたし
ます。
※お申し込みから発送までに一定期間を設けており、すぐ
発送ができない場合がありますのでご了承ください。
原則として各月20日までを締め切りとして（ご確認完了ま

で）、手続き及び発送を行います。
■注意事項/その他
・サービスのご利用の際に、アプリ（無料）をダウンロードし
ていただく必要がございます。
・サービスのご利用は2年契約となっており、解約の場合は
違約金が発生いたします。
・お申し込み後、サービスの利用規約および重要事項に同
意いただけず契約が成立しなかった場合や、
契約成立後に寄付者様や見守られる方の都合その他の

事由により期間中、途中でサービス提供を中止された場合
でも
ご寄付の取り消し、寄付金の返金はできかねます。

※ご利用には別途月額3,980円の有料サービスへの登録が
必要です。
※画像はイメージです。

株式会社リードラ
イフ
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