埼玉県 日高市

ふるさと納 税 感 謝 特 典 制 度のご案 内
1万円以上のご寄附をいただいた皆様に。

日高市内企業等の協力により、
「お礼の品」を差し上げます。
●1万円以上を寄附された方に、
「お礼の品」を贈呈いたします。
●年度内、何回でもご利用いただけます。
●寄附金額に応じて、返礼品パターンよりお選びいただけます。詳しくは日高市ふるさとチョイス
〈お礼の品選択コース〉でご確認ください。

A／寄附金額 10,000円	～ 20,000円未満の方 … Aコース×1品
B／ 寄附金額 20,000円	～ 30,000円未満の方 … Bコース×1品、またはAコース×2品
C／ 寄附金額 30,000円	～ 50,000円未満の方 … Cコース×1品、またはAコース×3品、他1コース
D／ 寄附金額 50,000円	～ 60,000円未満の方 … Dコース×1品、またはAコース×5品、他2コース
E／ 寄附金額 60,000円	～ 90,000円未満の方 … Eコース×1品、またはAコース×6品、他6コース
F／ 寄附金額 90,000円	～100,000円未満の方 … Fコース×1品、またはAコース×9品、他8コース
G／ 寄附金額100,000円～110,000円未満の方 … Gコース×1品、またはAコース×10品、他9コース
H／ 寄附金額110,000円～150,000円未満の方 … Hコース×1品、他13コース
I／ 寄附金額150,000円～160,000円未満の方 … Iコース×1品、他18コース
J ／ 寄附金額160,000円～200,000円未満の方 … Jコース×1品、他9コース
K／ 寄附金額200,000円以上の方 … Kコース×1品、他15コース

埼玉県 日高市

ふるさと納税
お礼の品カタログ

ふるさと納税の流れ
ふるさと納税サイトか
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※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。
紛失されないようご注意ください。
「寄附金受領証明書」
は
申告者の氏名で発行します。
再発行や発行後の氏名変
更はできませんのでご注意ください。

国登録有形文化財「高麗郷古民家」

「お礼の品」
を選ぶ

「お礼の品」が届く

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する
（※2）

※2：確定申告をする必要のない方が、
ふるさと納税先団
体
（自治体）
に
「申告特例申請書」
を提出いただくことで、
確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。
但し年
間5自治体以内に限ります。

①所得税・住民税で控除
②住民税で控除（※3）

※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分につ
いて、
個人住民税所得割の約2割を上限として税額控除
されます。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイ
トでご確
認ください。

入金方法
クレジットカード

ホームページ「ふるさとチョイス」からお申込み後、
Yahoo!公金支払いの決済画面からご決済をお願いいたします。

手数料無料

払込取扱票

払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から起算して１０日程度でお届けします。最寄りの
郵便局からお振込みください。寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

手数料無料

納付書

納付書は、
申込日から起算して１０日程度でお届けします。
＜お取扱いできる金融機関（全国の本・支
店）
は以下の通りです＞埼玉りそな銀行・
りそな銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・武蔵野銀行・東和
銀行・埼玉縣信用金庫・飯能信用金庫・中央労働金庫・いるま野農業協働組合

手数料無料

現金書留

＜送り先＞〒350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地
日高市役所 総務部 総務課 庶務・ふるさと納税担当 宛

自治体窓口

日高市役所 総務部 総務課
庶務・ふるさと納税担当 窓口にてお支払いください。

郵送料はご負担ください。
手数料無料

注意事項
●お届けの日時指定は承っておりません。
ご入金確認後2週間〜１ヶ月でのお届けを予定しております。 ●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。 ●お申
込み後の「お礼の品」の変更は出来ませんので、
ご了承ください。 ●商品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。
ただし、破損・不良品の場合は
速やかに対応させていただきます。 ●季節商品等はお届け情報をご確認ください。 ●冷蔵商品は発送前にご連絡いたします。 ●ご注文の状況によっては、一時
的に品切れが発生する場合があります。
その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。 ●メーカーの都合

奥 武 蔵の自然 豊かな緑と清 流のまちから、
とっておきの逸 品をお選びください。
日高市では、本市を応援しようとする方々から広く寄附金を募り、
これを財源として事業を実施することによ
り、笑顔と元気があふれるまちづくりを行おうと平成22年度から日高市まちづくり寄附金制度を施行し、
「日高
市まちづくり基金」を設けています。
この基金は、事業メニューから希望する事業を指定し、寄附していただくことにより、
その事業の実現を図る
ことで、豊かな自然と悠久の歴史に恵まれた市の特長を生かした魅力あるまちづくりを進めていくものです。
今年度も市内の特産品など魅力あるお礼の品を取りそろえました。今後も日高市を応援してくださる皆様の

メージです。小物類は商品に含まれません。 ●商品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、
メーカーや施設の都合など、
やむを得ない

ご厚意に報いるためより良いまちづくりを進めてまいりますので、引き続き多くの方々のご支援を賜りますよう、
よろ
しくお願いいたします。

事情により内容変更や取扱いを中止する場合がございます。●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

埼玉県 日高市長 谷ケ﨑 照雄

により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。 ●カタログ掲載商品は印刷再現上、色調が実物と異なる場合があります。 ●写真はすべてイ

ふるさと納税に関する
問い合わせ

日高市役所 総務部 総務課 庶務・ふるさと納税担当

お礼の品発送に関する
問い合わせ

ふるさと納税商品お問合せセンター
TEL.0120-977-050（ 営業時間／9:30〜18:00

TEL.042-989-2111（ 代表） FAX.042-989-2316

メールアドレス furusato@city.hidaka.lg.jp

カタログ以外にも魅力の品を取り揃えたホームページもご覧ください。

http://www.city.hidaka.lg.jp

土・日・祝・12/29〜1/3休み）

カタログ有効期限／2017年9月末

カタログコード5712
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万円以上

の

寄附で貰えるお礼の品

1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

ベーコン・ハム・ウインナーとサイボクハム定
番商品が入ったセットになっています。初めて
の方におススメしたい商品です。

5712-0001 冷蔵
サイボクハム ベーコン・ハム・
ウィンナー定番商品セット
商品番号

●株式会社 埼玉種畜牧場 ●香福ベーコン200g、
マ
イルドロース200g、ポークウインナー8本（145g）計3
パック 化粧箱入り

天然腸を使用したウインナー・フランクフルト
の詰め合わせ。ロングセラーのポークウイン
ナー、
あらびきウインナーが入ったお子様から
大人の方まで楽しめるセットです。

5712-0002 冷蔵
サイボクハム 天然腸使用あらびき
ウインナー、フランクフルトセット
商品番号

●株式会社 埼玉種畜牧場 ●ポークウインナー8本
（145g）、
あらびきウインナー8本（145g）、
フランクフル
ト4本（180g）、ハーブウインナー8本（145g）、計4パッ
ク 化粧箱入り

日高市商工会高麗の里ブラ
ンド認証、高麗神社献上の
手造りサンドラキムチです。

5712-0003
加藤牧場 飲むヨーグルト&
カマンベールセット 冷蔵
商品番号

商品番号

●有限会社 加藤牧場 ●飲むヨーグルト200㎖×4本、
濃厚カマンベール×1個 段ボール箱入り

5712-0012

冷蔵

昭和62年創業の老舗が提供する
高麗神社献上サンドラキムチ

江戸時代から続く日高市の吉野
園。埼玉茶品種を飲み比べできる
狭山茶の詰合せです。

●有限会社 加藤牧場
●ジェラート100㎖ 9個入り
（おまかせ9種類）発泡箱入り

5712-0015
萎凋香狭山茶 品種生一本 紫にほふ（ロ）

●株式会社 備前屋 ●琥白21g、手摘みふくみどり45g、
やぶき
た55g

5712-0016
狭山茶2種詰合せ

5712-0017
生粋狭山茶 味くらべ利き茶セット

黄 金 色 の 新 芽で濃 厚な玉 露 の
味の天然白葉茶。日本で当園だ
けの栽培、茶品種は蓬菜錦茶で
す。通の方におすすめです。

5712-0004
加藤牧場 ジェラート9個セット
商品番号

商品番号

冷凍

5712-0005 冷蔵
昔ながらの学校給食牛乳詰合せ

5712-0006
高麗郷味めぐり 醤油・つゆセット

5712-0007
高麗郷味めぐり 醤油・つゆ・味噌セット

5712-0018
元祖 さやま紅茶・琥珀の茗セット

iTQi（国際味覚審査機構）
では、一流のシェフやソム
リエが味覚だけで審査を行う中で、有機醤油と柚子
醤油が３年連続三ツ星を受賞した商品です。

5712-0008
高麗郷味めぐり
有機醤油・柚子・だしつゆセット
商品番号

●弓削多醤油株式会社 ●有機醤油300㎖×3本、柚子醤油
300㎖×1本、有機だしつゆ300㎖×1本

商品番号

●弓削多醤油株式会社 ●高麗郷丸大豆1ℓ×1本、高麗郷手造
りつゆ1ℓ×1本、
地味噌
（赤）
500g×2ヶ、
地味噌
（白）
500g×1ヶ

商品番号

●吉野園 ●香りのべにひかりリーフ65g、甘味のリーフ75g、
ティーバッグ20個
（1個2.5g）化粧箱入り

当店独自の黄身餡に大粒の栗を丸ごと包んで焼き
上げた彩の国優良ブランド品「 栗こま娘 」。発売以
来30年、当時の製法を守り続けています。

当店のカステラは、卵の割合が多
く、素 材 、製 法にこだわった逸 品
です。

第10回埼玉ご当地B級グルメ
王決定戦で優勝した、具材30
種以上使用した餃子です。

5712-0010
栗こま娘（12ヶ入り）

5712-0011
カステラ2本入り
（プレーン・竹炭）

5712-0040
ホワイト餃子 80個 冷凍

商品番号

●有限会社栗こま娘本舗 亀屋
●12個入り
（1個 50g）化粧箱入り

5712-0014
高麗の郷ブランド品 狭山茶
商品番号

造り込み煎茶は、芽・茎・葉を
使用し、
さやま茶の旨みを余す
ことなく仕上げたものです。

国産紅茶を全国に広めたパイオニ
アの吉野園。自家栽培の国産紅
茶です。

●弓削多醤油株式会社●高麗郷丸大豆1ℓ×1本、木桶仕込み
醤油1ℓ×1本、高麗郷手造りつゆ1ℓ×1本

5712-0013
高麗のゆず巻漬
商品番号

茶葉の香りを引き出す萎凋工
程を施した、品種生一本の高
級茶です。

健 康に育った牛のしぼりたての
牛 乳から、
ノンホモ低 温 殺 菌で
ジェラートを作りました。

天然醸造の高麗郷丸大豆醤油と本鰹節の厚削りを
じっくり煮出した手づくりつゆ。県内産の大豆と小麦
を使用した地味噌（赤）
（白）
もお楽しみください。

●西武酪農乳業株式会社 ●3.6牛乳200㎖ 8本、
ミルク珈琲
8本、N-1ヨーグルト80g 6個

高 麗の郷 特 産 、狭 山 茶
の高麗の郷ブランド品。
煎茶、微醗酵茶、抹茶の
セットです。

●株式会社 ノア 玄鳳庵 ●ゆず巻漬 250g×4パック化粧箱入り
●発注最終日：11月30日

埼玉県産の大豆と小麦を使用した天然醸造の高麗
郷丸大豆醤油は、色は明るく冴えがあり、
うまみが多
く、つけ醤油にもかけ醤油にも最適です。
商品番号

このゆず巻漬は、奈良、平安時
代頃、高麗王若光と共に、遠く
高句麗の郷から伝来したとも語
り伝えられています。

●株式会社サンドラ ●生キムチ550g×2、
カクテキ500g×1

牛乳・ミルク珈琲・ヨーグルトす
べて、埼玉県産の生乳を使用
しています。
商品番号

1

生乳100%の飲むヨーグルト
と
【彩の国優良ブランド】濃厚
カマンベールチーズです。

商品番号

●有限会社栗こま娘本舗 亀屋
●プレーンカステラ・竹炭カステラ 各1本 計2本 化粧箱入り

商品番号

●株式会社はながさ ●16個入り
（2人前）
パック×2パック
（32
個）
、24個入り
（3人前）
×2パック
（48個）合計4パック
（80個）

商品番号

●株式会社むさし野園 ●さやま煎茶 造り込み煎茶120g／高
級煎茶 日和田100g（2種化粧箱入り）

5712-0019
黄金色の狭山茶 玉露のうま味セット
商品番号

●吉野園 ●3袋
（1袋：6gパック×5個入り）
、化粧箱入り

「熱烈中華食堂日高屋」の
お店で断然一番人気の餃
子をご自宅でお召し上がりく
ださい。

5712-0050 冷凍
熱烈中華食堂 日高屋 冷凍餃子 150個
商品番号

●株式会社ハイデイ日高 ●餃子30個入り×5パック
（750ｇ×5=3.75
㎏）
合計150個入り、
たれ25個、箱サイズ14ｃｍ×25ｃｍ×38.5ｃｍ

●株式会社 備前屋 ●わらべ日記咲玉100g、抹茶翡翠40g
（缶入）
、琥白21g、高麗神社50g、
巾着田50g

商品番号

● 吉 野 園 ●さやまかおり1 0 0 g 、彩のみどり1 0 0 g 、こまかげ
100g（すべて真空パック化粧箱入り）

真っ白でシャッキとした歯ざわりのうどはアクが少なく
みずみずしいのが特徴です。サラダや炒めもの、皮は
きんぴらなどがオススメ。

5712-0037
日高市特産品 うど
商品番号

冷蔵

●鳴河農園 ●8～10本入り 約3kg
（箱：たて75cm×よこ30cm）
●受付締切：2017年2月10日迄 ●出荷時期：2017年2月上旬
から2017年3月上旬まで ※配送は常温 ※賞味期間：冷蔵7日

一日頑張った自分へのご褒美、
そんなプチ贅沢にな
るようなコーヒーを…。スペシャルティコーヒーの楽し
さ、個性豊かな味わいが出るよう焙煎コンテストファ
イナリストの焙煎士が焙煎しました。

自家焙煎珈琲ジュリアンスペシャルティコーヒー
（豆）
セット 商品番号 5712-0067
（粉）
セット 商品番号 5712-0068
●自家焙煎珈琲 ジュリアン ●コーヒー豆3種 内容：ブレンド1種・
シングルオリジン2種 各180g 総重量：約780g
※コーヒー豆は季節に合った焙煎士オススメのものが入ってます。
冷凍

冷凍便にてお届け

冷蔵

冷蔵便にてお届け
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5712-0041 冷凍
加藤牧場 バレンタインジャンドゥーヤ
アイスケーキ
商品番号

ホワイトデー限
定 の クリー ム
チーズ・ブルー
ベリージェラート
を使ったアイス
ケーキ。バレンタ
インのお洒落な
お返しに。

5712-0049 冷凍
加藤牧場 ホワイトデーミックスベリー
アイスケーキ
商品番号

●有限会社加藤牧場 ●長さ１２ｃｍ。ヘーゼルナッツ風味のジャンドゥーヤ
ジェラート使用。大人気メレンゲ菓子さくさくいちごがのっています。 ●受
付締切：1月31日 ●出荷時期：2月１２日から2月14日 ※オーナメントは予
告なしに変更することがありますのでご了承ください。クレジット支払のみ。

●有限会社加藤牧場 ●長さ１6ｃｍ。
クリームチーズジェラート・ブ
ルーベリージェラート使用。 ●受付締切：2月29日 ●出荷時期：3
月12日から3月14日 ※オーナメントは予告なしに変更することが
ありますのでご了承ください。
クレジット支払のみ。

雲 台 部はダブルナット式のカメラネ
ジでしっかり機材を固定できる、専用
設 計の「 2ウェイ雲 台 」
を装備。上下・左右の動
きを一つのツマミで調整
できます。ジョイント部は
レバーを起こす/ねかす
だけの操 作で、脚の固
定 解除を素早く快適に
できます。

雲 台 部 分と本 体 部 分をプラ
スチック化し、角型の脚パイ
プを採 用することにより、軽
量 化とお手 頃 価 格を実 現し
た4 段ファミリー向け三 脚で
す。伸縮部分を新構造とする
ことで「 短く持ち運べて背が
高くなる」高い伸縮比を実現
しました。

5712-0042
SLIK 雲台付き一脚

5712-0051
デスク、キーボード用埃払い
（ハリネズミ型ブラシ）
商品番号

5712-0060
SLIK 高性能自撮り棒
（セルフィーポッド720）

5712-0043
SLIKファミリー三脚

●スリック株式会社 ●全高：1,540mm、
エレベーター下げ全高：
1,275mm、縮長：470mm、地上最低高：455mm、重量：1,240
ｇ、
パイプ径：21mm、段数：4段、専用ケース付き

●スリック株式会社 ●全高：720mm、縮長：260mm、重量：160g、
パイプ径：20mm、段数：4段、最大積載重量：400ｇ、
リストストラップ、
ウレタングリップ、
スマートフォンホルダーが標準装備。※取付可能な
スマートフォンのサイズ：幅56～85mm、厚み10mm以内

万円以上

の

寄附で貰えるお礼の品

2

高麗の郷特産狭山茶と茶葉
の香りを最大限に引き出した
萎凋香の最高級茶。花のよ
うな香りと甘い味が特長。一
煎、二煎と煎がきくお茶です。

5712-0026
萎凋香狭山茶 品種生一本 紫にほふ（ニ）
商品番号

●株式会社 備前屋 ●手摘みやぶきた45g、
やぶきた55g、釜炒りプラチナゆめわかば21g、手摘み
ふくみどり45g、
ふくみどり55g

ベーコン、ハム、
ウインナー、
フランクフル
トが入ったボリュームのあるセットです。

5712-0021 冷蔵
サイボクハム ボリュームセット
商品番号

●株式会社 埼玉種畜牧場 ●ホワイトロース450g、香
福ベーコン400g、
フランクフルト4本（180g）、
ポークウイ
ンナー8本
（145g）計4P

3

5712-0027
さやま茶3種のみくらべセット
商品番号

深蒸し仕上げで狭山茶特有
の狭山火入れ
（強めの焙煎）
をマイクロ波 殺 菌 焙 煎 機で
製造し香りの良い甘味のある
お茶に仕上げております。

●株式会社むさし野園 ●高級煎茶ティーバック4g×10袋/高級煎茶、
かわせみ50g／特上煎茶こま
がわ150g
（3種化粧箱入り）
※パッケージデザインが変更になる場合があります。

奥武蔵の山々から流れ出る高麗川のたもとに弘化
元年（1844）創業。豊かな味わい、
まろやかな口当
たり、芳醇な香りが自慢の地酒です。

5712-0023
清酒 高麗王 純米吟醸 &
吟醸酒 1.8ℓ 2本セット
商品番号

商品番号

飼 料から厳 選し、規 則 正しく
健康に育った牛の乳は本当
においしい！牧場のしぼりたて
の味を生かし、
ノンホモ低 温
殺菌でジェラートを作りました。
【彩の国優良ブランド】

5712-0024 冷凍
加藤牧場 ジェラート18個セット
商品番号

●有限会社 加藤牧場 ●ジェラート100㎖ 18個入り
（おまかせ18種類）
発泡箱入り

5712-0022

清酒 君が旗 大吟醸1800㎖

●長澤酒造株式会社 ●高麗王 純米吟醸1.8ℓ×1本、高
麗王 吟醸酒1.8ℓ×1本 計2本

商品番号

商品番号

奥武蔵の山々から
流れ出る高麗川の
たもとに弘 化 元 年
（ 1 8 4 4 ）創 業 。良
質 の 水 、厳しい 冬
の寒さ、吟味された
米 、1 7 0 年 余りの
永い伝統の技から
造られる清酒は、豊
かな味わいです。

● 有 限 会 社 青 山 工 房 ● 馬 毛 、桧 材 ハリネズミ
（ 大 ）全 長
10.5cm、ハリネズミ
（小）
全長7cm、紙箱入り

スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒／
ハイアングル撮影棒。
リストストラップとウレタングリッ
プ付きで撮影時にも安定して保持できます。

商品番号

●スリック株式会社
●全高：1,685mm、縮長：595mm、重
量：540ｇ、パイプ径：26.8mm、段数：4
段、2WAY雲台、
ウレタングリップ、
スト
ラップが標準装備

デスクの埃や、パ
ソコンのキーボー
ドなどのすき間の
お 掃 除 に 。立て
て置けば、書斎や
デスクのマスコッ
トにもなる、
かわい
いハリネズミの親
子をセットでお届
けいたします。

銘酒

バレンタイン
限定の逸品。
チョコレートソ
ースたっぷりの
アイスケーキ、
上 にはサクサ
クいちごのハー
ト型メレンゲの
トッピング。

2 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

日高市の

1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

●長澤酒造株式会社 ●君が旗 大吟醸1.8ℓ 1本

飲むヨーグルトは生乳100%
で作っています。濃 厚カマン
ベールは白カビタイプ、熟 成
が進むと中はクリーミーになり
ます。

5712-0025 冷蔵
加藤牧場 乳製品とカマンベール、
ミルクジャムのセット
商品番号

●有限会社 加藤牧場 ●飲むヨーグルト200㎖×6本、
ヨーグルト90g×6本、
ミルクジャム200g×1
個、濃厚カマンベール1個、段ボール箱入り ※お届け前にご案内させていただきます。

冷 凍 餃 子：
「熱烈中
華 食 堂 日高 屋 」の
お店で断 然 一 番 人
気の餃子をそのまま
ご自宅で召し上げっ
ていただけます。皮は
特 製の餃 子 専 用 小
麦粉を使用して作り、
もちもちの食感に仕
上げました。

5712-0052 冷凍
熱烈中華食堂 日高屋 冷凍餃子
150個（2回お届け）
商品番号

2回お届け

2回お届け

サイボクハムのブ
ランド豚「ゴールデ
ンポーク」
を使用す
るなど最高の食材
を追い 求め、究 極
のホワイト餃子を目
指しています。また
3 0 種 類 以 上もの
食 材を使 用し、体
によい総合栄養バ
ランス食品となって
います。

5712-0058 冷凍
ホワイト餃子80個（10人前）
を2回お届け
商品番号

● 株 式 会 社ハイデイ日高 ● 餃 子 3 0 個 入り×5パック
（750ｇ×5=3.75㎏）合計150個入り、
たれ25個、箱サ
イズ14ｃｍ×25ｃｍ×38.5ｃｍ、連続で2回お届け

●株式会社はながさ ●16個入り
（2人前）
パック×4袋
（64個）
・24個入り
（3人前）
パック×4袋
（96個）合計160個 連続2回お届け

ベーシックな自由雲台付きテーブ
ル三脚。最大パイプ径は20mm。
本体はプラスチック製で軽量化。
脚の伸縮はナット式。雲台は自由
雲台「SBH-100BKN」
を装備。

運動会などのイベ
ントでは 、撮 影 ス
ペースの都合で三
脚を使えない場面
が増えてきました。
入学式や学芸会、
講演会等の記録で
は、
イスが邪魔になり、三脚を立てること
が困難です。そのようなシーンでの撮影記
録用途に便利なのが「スタンドポッド」、
自
立脚が付いた一脚です。

地肌をやさしくマッサージするように、時には垢
スリ気分でごしごしと、肌当たりの良い馬の毛
のボディブラシでさっぱりとした洗い心地です。

5712-0044
SLIKローポジション用三脚

5712-0045
SLIK自立式一脚

5712-0053
ボディブラシ

商品番号

●スリック株式会社 ●全高：220mm、縮長：205mm、重量：320
ｇ、
パイプ径：20mm、段数：2段、専用ケース付き

商品番号

●スリック株式会社 ●全高：1,775mm、縮長：720mm、重量：720
ｇ、
パイプ径：26.8mm、段数：4段、専用ケース付き

商品番号

●有限会社青山工房 ●馬毛、桧材 全長34cm、
かため
（黒）
、
ふつう
（白）
、
やわらかめ
（笑）紙箱入り

●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いたしておりません。

冷凍

冷凍便にてお届け

冷蔵

冷蔵便にてお届け

4

●株式会社 埼玉種畜牧場 ●ロースハム500g、
スモークハム650g、黒
胡椒パストラミ250g、ポークウインナー8本（145g）、
あらびきウインナー8本
（145g）
計5P 化粧箱入り

パターと同じ振り方でボールを少しだけ
上げて転がすチップショット専用のゴルフ
クラブです。

5712-0032
グリーン周りで大活躍する
ゴルフクラブ「チッパー36度」
商品番号

●有限会社 小林ゴルフ商事 ●ロフト36°
、
シャフト:スチールシャフト

5

5712-0054
熱烈中華食堂 日高屋
冷凍餃子150個（3回お届け）冷凍
商品番号

●株式会社ハイデイ日高 ●餃子30個入り×5パック
（750ｇ×
5=3.75㎏）
合計150個入り、
たれ25個、箱サイズ14ｃｍ×25ｃｍ
×38.5ｃｍ、連続で3回お届け

主要部品を金属パーツとす
ることで、小型軽量ながら、
剛性が高い構造を実現した
「スプリントシリーズ」のミニ
バージョン。持ち運びがコン
パクトながら、
デジタル一眼＋
標準ズーム等にも対応。

5712-0046
SLIK 小型高級三脚

3回お届け

3回お届け

商品番号

●スリック株式会社 ●全高：1,090mm、縮長：350mm、
ローポジ
ション時：150mm、重量：780ｇ、パイプ径：20mm、段数：4段、専
用ケース付き

第10回埼玉ご当地B級グルメ王決
定戦で優勝した、具材30種以上使
用した餃子です。

5712-0059 冷凍
ホワイト餃子80個（10人前）
を3回お届け

●株式会社はながさ ●16個入り
（2人前）
パック×6袋（計96個）
・24
個入り
（3人前）
パック×6袋
（計144個）合計240個 連続3回お届け

5712-0055
カシミア対応洋服ブラシ 柄付
商品番号

●有限会社青山工房 ●馬毛、桧材 全長28cm 紙箱入り

星雲や星団の観測に最適。見たい星を自
動で捉えてくれる自動導入機能付き、主鏡
100mmのニュートン反射式天体望遠鏡。
●経緯台式の自動導入天体望遠鏡です。

5712-0062
自動導入機能付き反射式望遠鏡
（スカイエクスプローラーSE-GT100N）
商品番号

ＳＬ
ＩＫの長年愛されている
ロングセラー三脚。スポー
ツや野鳥の撮影など、一
瞬のチャンスを求める方
に高い支 持を誇る「マス
ターIII
（スリー）」。1つのハ
ンドルで上下・左右を一度
にロックできます。

5712-0048
SLIK 高性能三脚

●株式会社ケンコー・
トキナー ●天体望遠鏡の種類：屈折式、対
物レンズ有効径：70mm
（アクロマート）
、焦点距離：700mm、極限
等級：11.0等星、F値：10、集光力：100.00倍、分解能：1.66秒、
対物レンズのコート：マルチコート、接眼部サイズ（スリーブ径）
：φ
31.7mm、鏡筒のサイズ：100×700mm
（突起部含まず）
、鏡筒の
重さ
：1.2kg、架台タイプ ：経緯台式
（エンコーダー内蔵）
、
モーター：
DCサーボモーター、三脚+架台の高さ：840～1375mm（突起部
含まず）
、三脚+架台の重さ
：3.4kg、電源：単3形乾電池8本
（別売）
またはACアダプター
（別売）
、乾電池での駆動時間：約4時間（ア
ルカリ乾電池使用時。時間は目安で、環境により異なります。）

●有限会社青山工房 ●馬毛、桧材 全長21cm 紙箱入り

●株式会社ケンコー・
トキナー ●天体望遠鏡の種類：ニュートン反射式、対物レ
ンズ有効径：100mm、焦点距離：450mm、極限等級：11.8等星、F値：4.5、集
光力：204.08倍、分解能：1.16秒、接眼部サイズ
（スリーブ径）
：φ31.7mm、鏡
筒のサイズ：140×420mm
（突起部含まず）
、鏡筒の重さ
：1.6kg、架台タイプ ：
経緯台式
（エンコーダー内蔵）
、
モーター：DCサーボモーター、三脚+架台の高さ
：
840～1375mm
（突起部含まず）
、三脚+架台の重さ
：3.4kg、電源：単3形乾電
池8本
（別売）
またはACアダプター
（別売）
、乾電池での駆動時間：約4時間（ア
ルカリ乾電池使用時。時間は目安で、環境により異なります。）

商品番号

洋服ブラシは、埃を払って生地を清潔に保ちつつ、
毛並みや風合いを整え、洋服のつややかさを蘇らせ
ます。
しなやかな馬毛を使用した洋服ブラシです。

5712-0056
カシミア対応洋服ブラシ 大判
商品番号

●スリック株式会社 ●全高：1,606mm、縮長：596mm、
ローポ
ジション時：308mm、重量：1,840ｇ、パイプ径：23.4mm、段数：3
段、専用ケース付き

の

●有限会社 加藤牧場 ●ふるさと納税限定！大きな7号サイズ。
●受付締切：12月9日まで ●出荷時期：12月19日から12月24日まで

「熱烈中華食堂日高屋」のお
店で断然一番人気の餃子をご
自宅でお召し上がりください。

洋服ブラシは、埃を払って生地を清潔に保ちつつ、毛
並みや風合いを整え、洋服のつややかさを蘇らせます。

5712-0047
SLIK 写真・動画兼用三脚

10

●有限会社 加藤牧場 ●【加藤牧場】
ストリングチーズ、
フロマー
ジュブラン、
カチョカバロ、
おつまみチーズ醤油＆黒こしょう、
おつま
みチーズイタリアン、
【フランス】
ミモレット、
【オランダ】
ゴーダ、
エダ
ム、
【オーストラリア】
クリームチーズ、
【イタリア】
タレッジオ、
ゴルゴ
ンゾーラピカンテ、
パルミジャーノレッジャーノ 12種類

5712-0063
自動導入機能付き反射式望遠鏡
（スカイエクスプローラーSE-GT70A）
商品番号

20

商品番号

万円以上

5712-0038 冷凍
加藤牧場「Ｘ’ｍａｓケーキ」
（7号）
商品番号

動画対応2ハンドル3ウエ
イ雲 台を搭 載した、
ＡＭＴ
脚 パイプ 採 用 の 写 真・動
画兼用小型三脚。全高の
高さを重 視した3 段タイプ
です。

寄附で貰えるお礼の品

飼 料 から厳 選
し 、規 則 正しく
健 康 に 育 った
牛のしぼりたて
の味を生かし、
ノ
ンホモ低温殺菌
ジェラートにし
ケーキにしまし
た 。生クリーム
やスポンジ等一
切使用しており
ません。

●株式会社 備前屋 ●三葉摘み八十八夜煎茶 松籟、白萩、咲玉、宮の
尾、山出し各100g缶詰、琥白30g缶入り、抹茶の彩（1個50g）6個箱入り

●長澤酒造株式会社 ●高麗王 純米吟醸 1.8ℓ×1本、高麗王
吟醸酒 1.8ℓ×1本、高麗王 純米酒 1.8ℓ×1本、高麗王 上撰
本醸造 1.8ℓ×1本、君が旗 原酒 1.8ℓ×1本、
かわせみの里 特
別本醸造 1.8ℓ×1本 計6本

5712-0039 冷蔵
加藤牧場12種ナチュラルチーズセット
商品番号

商品番号

●スリック株式会社 ●全高：1,820mm、縮長：720mm、
ローポジ
ション時：710mm、重量：2,800ｇ、パイプ径：28mm、段数：3段、
専用ケース付き

の

5712-0031
狭山茶バラエティーセット・
オリジナル缶詰とお菓子の詰合せ
商品番号

5712-0034
日高の地酒1.8ℓ 6本セット
商品番号

見たい星を自動で捉えてくれる自
動導入機能付き、
口径70mmの
屈折式天体望遠鏡です。

万円以上

5712-0028 冷蔵
サイボクハム 自慢のハムセット
商品番号

の

高麗の郷特産狭山茶をオリジナル
日本画の絵柄で缶詰にしました。

健康に育った牛の乳は本当におい
しい！加藤牧場のフレッシュなナチュ
ラルチーズセットです。

寄附で貰えるお礼の品

種類豊富なハムが入ったセット。サイボクハム自慢のハムが
楽しめるセットになっています。

奥武蔵の山々から流れ出る高麗
川のたもとに弘化元年（1844）
創業。豊かな味わい、
まろやかな
口当たり、芳醇な香りが自慢の
地酒です。

万円以上

●長澤酒造株式会社 ●君が旗 大吟醸720㎖×1本、高麗王 たる酒
720㎖×1本、高麗王 純米吟醸720㎖×1本、高麗王 吟醸酒720㎖
×1本、高麗王 純米酒720㎖×1本、君が旗 原酒720㎖×1本 計6本

寄附で貰えるお礼の品

5712-0029
日高の地酒720㎖ 6本セット
商品番号

15

の

の
高麗川のたもとに弘化元年
（1844）創業。豊かな味わ
い、
まろやかな口当たり、
芳醇
な香りが自慢の地酒です。

5

万円以上

寄附で貰えるお礼の品

万円以上

寄附で貰えるお礼の品

3

スリックの技術を結集した大型三脚。超望遠レンズ
の撮影やスタジオユースに最適。最低高590mm〜
全高2,530mmまでの高さにセットできます。

5712-0064
SLIKプロ用アルミ三脚
（プロフェッショナル4N）
商品番号

●スリック株式会社 ●全高：2530mm、縮長：935mm、重量：
6810ｇ、パイプ径：36mm、段数：4段、最大積載重量：10ｋｇ、
三脚ケースが標準装備

惑星の観測
に最適。見た
い星を自動で
捉えてくれる
自動 導 入 機
能付き、主鏡102ｍｍのマク
ストフカセグレン式天体望遠
鏡。●経緯台式の自動導入
天体望遠鏡です。軽量でコ
ンパクト、操作性と携帯性に
優れています。

5712-0065
自動導入機能付き反射式望遠鏡
（スカイエクスプローラーSE-GT102M）
商品番号

洋服ブラシは、埃を払って生地を清潔に保ちつつ、毛
並みや風合いを整え、洋服のつややかさを蘇らせます。

5712-0057
藍胎仕様 カシミヤ対応洋服ブラシ
商品番号

●有限会社青山工房 ●馬毛、桧材、全長21cm
（藍胎部：竹、塗
装：カシュー漆）紙箱入り

●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いたしておりません。

●株式会社ケンコー・
トキナー ●天体望遠鏡の種類：マクス
トフカセグレン式、対物レンズ有効径：102mm、焦点距離：
1300mm、極限等級：11.8等星、F値：12.7、集光力：212.33
倍、分解能：1.14秒、接眼部サイズ
（スリーブ径）
：φ31.7mm、鏡
筒のサイズ：115ｘ310mm
（突起部含まず）
、鏡筒の重さ
：1.9kg、
架台タイプ ：経緯台式
（エンコーダー内蔵）
、
モーター：DCサーボ
モーター、三脚+架台の高さ
：873～1333mm
（突起部含まず）
、
三脚+架台の重さ
：4.2kg、電源：単3形乾電池8本
（別売）
または
ACアダプター
（別売）
、乾電池での駆動時間：約4時間（アルカ
リ乾電池使用時。時間は目安で、環境により異なります。）
冷凍

冷凍便にてお届け

冷蔵

冷蔵便にてお届け
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