平成２８年１１月２９日
相模原市発表資料

相模原市ふるさと納税返礼品１２月１日スタート！！
〜相模原市の地域活性化を応援しませんか〜
相 模 原 市 で は １ ２ 月 １ 日 （ 木 ） か ら 、「 暮 ら し 潤 い さ が み は ら 寄 附 金 」 に 「 地 方 創 生 さ
がみはら地域活性化応援コース」を新たに設け、このコースへ寄附した皆さんに返礼品を
贈呈します。
このコースは、本市の地域活性化を応援していただける市内・市外の方々から寄附を募
り、返礼品として相模原市ゆかりの特産品などを贈呈することで、本市の魅力を全国にア
ピ ー ル す る と と も に 、市 内 の 特 産 品 の 販 路 拡 大 の き っ か け づ く り や 新 た な 観 光 資 源 の 発 掘
など地域の活性化を目的として設立しました。
「地方創生さがみはら地域活性化応援コース」にお寄せいただいた寄附金は、本市の産
業振興やシティセールスの推進など地域活性化事業に活用します。
返礼品は、相模原産の原材料を使用した食料品、市内の企業が自慢の技術を駆使して作
成した工芸品・工業製品、市内での体験コース、ホームタウンチーム応援グッズやＪＡＸ
Ａ関連グッズなどをラインナップしており、５，０００円以上の寄附から寄附金額に応じ
て３３事業者、７３コースの中からお選びいただけます。
このコースへの寄附金は、ふるさと納税による寄附金控除の適用対象となります。
寄附のお申込みはインターネットでの申し込みが便利です。下記ホームページで「相模
原市」と検索してください。
【楽天ふるさと納税】
http://event.rakuten.co.jp/furusato/
【ふるさとチョイス】
http://www.furusato‑tax.jp/
【ヤフーふるさと納税】
http://furusatonouzei.yahoo.co.jp/
〈返礼品例〉
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相模原市ふるさと納税
返礼品カタログ

特産品、体験コース、遊園地券、JAXA関連グッズなど多数ラインナップ！
いただきました寄附は相模原市の地域活性化に役立てます。

12月１日から下記アドレス「相模原市」で検索！
「楽天ふるさと納税」http://event.rakuten.co.jp/furusato/
「ふるさとチョイス」http://www.furusato-tax.jp/
「ヤフー公金支払いふるさと納税」http://furusatonouzei.yahoo.co.jp/

素敵な返礼品が
たくさんだミン♪

神奈川県 相模原市

『地方創生さがみはら地域活性化応援コース』について
本市の魅力を全国にアピールし、地域を活性化していくため、「暮らし潤いさがみはら寄附金」に、
新たに『地方創生さがみはら地域活性化応援コース』を設けました。
このコースへ寄附した皆様には、本市ゆかりの返礼品を贈呈いたします。
皆様から寄せられた寄附金は、本市の産業振興やシティセールスの推進など、地域活性化事業
に活用いたします。
【お申し込み方法】
インターネットでの申し込みが便利です。下記ホームページで「相模原市」と検索してください。
【楽天ふるさと納税】 http://event.rakuten.co.jp/furusato/
【ふるさとチョイス】
http://www.furusato-tax.jp/
【ヤフーふるさと納税】 http://furusatonouzei.yahoo.co.jp/
※カタログの内容等は変更になる場合がございますので、ホームページをご確認ください。
※財務課にある寄附申出書（市ホームページにも掲載）でも申し込みができます。

5,000円からの寄附でえらべる返礼品
「神奈川名産１００選」
☆高座豚ウインナーセット！！
（SF-01）

「津久井在来大豆」の蒸かし
「津久井在来大豆」の蒸かし
豆・きな粉・ドレッシング3点
豆・きな粉・納豆糀漬3点セット
セット

地粉うどん「せき麺×2」・地粉
うどん「柴胡の国の麺×2」・地
粉うどん「相模の麺×2」詰合せ

※写真はイメージです。

■内容：「蒸かし豆」135g「き
■内容：ラインバイザー5本
（100g）、しそ入りソーセージ5 な粉」100g「納豆糀漬」200g
■豊国屋
本（100g）
■㈱高座豚手造りハム

■内容：「蒸かし豆」135g/「き
な粉」100g/「ドレッシング」
195g
■豊国屋

■内容：地粉うどん「せき麺×
2」・地粉うどん「柴胡の国の麺
×2」・地粉うどん「相模の麺×
2」詰合せ合計1.5ｋｇ（各250ｇ
ｇ
ｇ
×2袋）
■㈱せき製麺

たまごかけご飯にぴったり！
鳳凰卵 山吹 20個

相模原市田名のおがわのたまご
ピンク卵（Ｌサイズ）30個

料理人も「うまい！」と絶賛
昔の味たまご 30個

鶏卵 プリマスロックの卵
化粧箱入り 30個

■内容：鶏卵（生食用）20個
■賞味期限：製造年月日より14
日間
■㈲小川フェニックス

■内容：鶏卵（生食用）30個
■賞味期限：別途ラベルに記載
■㈲小川和男養鶏場

■内容：鶏卵（生食用）30個
■賞味期限：製造年月日より16
日間
■㈲昔の味たまご農場

■内容：鶏卵（生食用）30個
■賞味期限：製造年月日より18
日間
■㈲田中養鶏場

【相模湖東ＩＣより約７分】
相模湖の森に湧く美肌の湯
「さがみ湖温泉うるり」入浴券

ミウルの「森のパズル」
☆神奈川県「やまなみグッズ」
認定品です！！

〈枚数限定〉ノジマステラ神奈
川相模原 2016なでしこリーグ
２部優勝記念写真（サイン入）

■内容：宇宙食（たこやき20g、 ■内容：入浴券※フェイスタオ
プリン10.8g）、文具（消しゴム ル、バスタオルのレンタル含む
■相模湖リゾート㈱
４点セット、はやぶさクリア
ファイル）
■㈱ＢＣＣ

■内容：津久井産木材の間伐し
たスギ材（W90×D90×H90mm）
７つのパーツに分かれていま
す。「立体パズル」
■㈱エコナノクラブ

■内容：希望選手（1名）直筆サ
イン入りノジマステラ神奈川相
模原2016シーズン優勝記念写真
（A4サイズ）1枚
■ノジマステラ神奈川相模原

宇宙食＆文具お得な４点セット

相模原市HP:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kifu/index.html

平成28年12月1日現在

神奈川県 相模原市
10,000円からの寄附でえらべる返礼品
さがみはら香福豚（こうふくと
ん）セットＢ（バラスライス・
挽肉・小間の３点セット）

さがみはら香福豚（こうふくと
ん）セットＣ （ロース６枚
セット）

■内容：豚肉ロース切身 360g、
豚肉挽肉 500g、豚肉小間 500g
■賞味期限：別途商品ラベルに
表示
■㈱サトミ

■内容：豚肉バラスライス、豚
肉挽肉、豚肉小間 各500g
■賞味期限：別途商品ラベルに
表示
■㈱サトミ

■内容：豚肉ロース切身 720g
■賞味期限：別途商品ラベルに
表示
■㈱サトミ

肉加工品
セット！

ジャム・調味料4点セット

調味料、嗜好品（緑茶・コー
ヒー）詰め合わせ

津久井まるごとセット（相原高校 さがみはら香福豚（こうふくと
ポークカレー、牛乳かりんと、津久井 ん）セットＡ （ロース・挽
大根ドレッシングのセット）
肉・小間の３点セット）

写真無し

■内容：あいはらこうこうの
ポークカレー×2箱、牛乳かりん
と×2袋、津久井だいこんドレッ
シング×2本
■ＪＡ津久井郡 あぐりんずつ
くい
「神奈川名産１００選」
☆高座豚ハム・ソーセージセッ
ト！！（SF-02）

ボリューム満点3種

写真不明

※写真はイメージです。

■内容：ローストポーク 250g、
ピザケーゼ 220g、マッターホル
ン 165g
■㈱高座豚手造りハム

■内容：香福豚カレー 200g（1
人前）×3個、炭火焼鶏 100g×2
袋、骨付き炭火焼鶏 1本×2袋
■さがみはらアンテナショップ
sagamix

■内容：ゆずの尊 600ml×1本、
納豆糀漬 200g×1個、ゆずジャ
ム 200g×1個、ブルーベリー
ジャム 300g×1個
■さがみはらアンテナショップ
sagamix

■内容：ゆずの尊 600ml×1本、
鰹だし 60g（5g×12袋）、藤野
里山茶 50g×1袋、ドリップバッ
グ 9g×2袋
■さがみはらアンテナショップ
sagamix

「津久井在来大豆」の蒸かし
豆・きな粉・納豆糀漬・味噌・
ドレッシング5点セット

「津久井在来大豆」の蒸かし
豆・きな粉・ふく豆・納豆糀
漬・味噌5点セット

ゆずの里藤野ギフトセット
【ゆずの尊・ゆずワイン・ゆず
こしょう（青）】

地粉うどん「せき麺×5」・地粉
うどん「柴胡の国の麺×5」・地
粉うどん「相模の麺×5」詰合せ

■内容：蒸かし豆 135g、きな粉
100g、納豆糀漬 200g、味噌
750g、ドレッシング 195g
■豊国屋

■内容：蒸かし豆 135g、きな粉
100g、ふく豆 80g、納豆糀漬
200g、味噌 750g
■豊国屋

■内容：ゆずの尊：1本
（600ml）、藤野ゆずワイン：1
本（720ml）、藤野ゆずこしょう
[青]：1瓶（60g）
■賞味期限：製造日から180日
■㈲ふじの

■内容：地粉うどん「せき麺×
5」・地粉うどん「柴胡の国の麺
×5」・地粉うどん「相模の麺×
5」詰合せ合計3.75ｋｇ（各250
ｇ×5袋）
■㈱せき製麺

相模原マドレーヌ

森のロールケーキ
（ブルーベリーロールケーキ）

たまごかけご飯セットとたまご
屋こだわりのカステラ

料理人も「うまい！」と絶賛
昔の味たまご 80個

■内容：洋菓子１本
■賞味期限：冷凍保存で１カ月
■期間限定（8月～4月）
■ローズベリーファーム

■内容：鶏卵（生食用）20個、
たまごかけ醤油180ml×１本、カ
ステラ2本 ■賞味期限：鶏卵：
製造年月日から14日間、カステ
ラ：出荷日から1週間から10日間
■㈲小川フェニックス

■内容：鶏卵（生食用）80個
■賞味期限：製造年月日より16
日間
■㈲昔の味たまご農場

写真無し
11/18依頼中

■内容：相模原マドレーヌ 16
個（8種類×2個）
■賞味期限：１カ月
■西洋菓子 海援隊

相模原市HP:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kifu/index.html

平成28年12月1日現在

神奈川県 相模原市
10,000円からの寄附でえらべる返礼品
清酒 巖乃泉 吟醸純米酒・吟醸
はやぶさ２グッズ一式
酒辛口 詰め合わせ
720ml 2本セット

宇宙食お得な８点セット

お得な文具８点セット

■内容：清酒 巖乃泉 吟醸純米
酒・吟醸酒辛口 詰め合わせ
720ml 2本セット
■清水酒造㈱

■内容：トミカプレミアムはやぶさ2
（亜鉛合金、ABS、PP）、はやぶさ2
キャップ（フリーサイズ）、はやぶさ
2ペンケース（ブラック/ブルー）、は
やぶさ2クリスタル（ガラス）、クリ
アファイル はやぶさ2（A4）
■㈱ＢＣＣ

■内容：羊羹（小倉）62g、羊羹(栗）
62ｇ、宇宙のパン（ミルク）100g、宇
宙のパン（チョコレート）100ｇ、杏
仁豆腐15ｇ、イチゴアイス一個、たこ
やき20ｇ、プリン10.8ｇ
■㈱ＢＣＣ

■内容：日本の歴代ﾛｹｯﾄﾉｰﾄ（B5)、日
本の歴代ﾛｹｯﾄ定規、鉛筆３本ｾｯﾄ、ｲﾌﾟ
ｼﾛﾝｸﾘｱﾌｫﾙﾀﾞ、H2A 2色ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、日本
のﾛｹｯﾄ消しゴム（4点セット）、JAXA
ﾍﾟﾝｹｰｽ、歴代人工衛星ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ（陶
器）
■㈱ＢＣＣ

ミウルの「森の積み木」
☆神奈川県「やまなみグッズ」
認定品です！！

【トライアル発注認定製品】
LED ソーラー&USB充電式ランタ
ン MODEL 1408 0W(白色)

【トライアル発注認定製品】
LED ソーラー&USB充電式ランタ
ン MODEL 1408 0Y(橙色)

正確な指運びが難しい方にもお
すすめ パンタグラフ方式採用
のキーボード BFKB113PBK

写真無し

■内容：LED ソーラー&USB充電
■内容：ミウルの「森の積み
木」50個 津久井産木材の間伐 式ランタン（白色）１個
■㈱ＡＦＬ
したスギ材（W230×D120×
H60mm）、ミウルのお片付袋つき
■㈱エコナノクラブ

■内容：LED ソーラー&USB充電
式ランタン（橙色）１個
■㈱ＡＦＬ

ノジマ相模原ライズ2016シーズ
ン限定Tシャツ（非売品）
☆主力選手のサイン入り！

三菱重工相模原ダイナボアーズ
グッズ３点セット（キャップに
お好きな選手のサイン入り）

■内容：Tシャツ(S、M、L、XL、
XXLサイズ)※ご希望のサイズが
ある方は、申出書にご記入くだ
さい。ご希望に添えない場合も
ございます。
■ノジマ相模原ライズ

■内容：三菱重工相模原ダイナ
ボアーズグッズ３点セット：
キャップ（サイン入り）、マフ
ラー、ラバーコインケース
■三菱重工相模原ダイナボアー
ズ

「手織り製品」詰め合わせ
5点セット

■内容：手織りポーチ、キュー
ビックポーチ、袱紗×各１個、
コースター×2個
■特定非営利活動法人ＥＧＡＯ
ひまわり工房

【相模湖東ＩＣより約７分】
さがみ湖リゾートプレジャー
フォレスト＜ペア＞入園券

■内容：さがみ湖リゾートプレ
ジャーフォレスト＜ペア＞入園
券
※乗り物料金は別途必要
■相模湖リゾート㈱

相模原市HP:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kifu/index.html

20,000円から
の寄附でえらべ
る返礼品

■内容：少ない押し込み量で、
キーの端側を押してもしっかり
反応するパンタグラフ方式を採
用したキーボード
■㈱ビット・トレード・ワン

SC相模原応援グッズ&ペアチケッ
ト引換券セット

■内容：ＳＣ相模原グッズセッ
ト、ペア観戦チケット引換券
※グッズの内容はご指定いただ
けません
■㈱スポーツクラブ相模原

【地元ＪＡが発送!!】相模原産
の大和芋2ｋｇ＋お茶うどん10束
＋万能だし２本詰め合わせ

■内容：大和芋 2kg、お茶うど
ん 250g×10束、つゆ子さん
500ml×2本
■賞味期限：別途各商品ラベ
ルに記載
■相模原市農業協同組合

平成28年12月1日現在

神奈川県 相模原市
20,000円からの寄附でえらべる返礼品
相模原市産の調味料等詰め合わ
せ＜こだわり5種セット＞

相模原市産の調味料等詰め合わ
せ＜こだわり3種セット＞

乾麺たくさん！！調味料・乾麺
詰め合わせ

相模原市の地酒・ワイン4点セッ
ト

■内容：つゆ子さん 1ℓ×1本、
柴胡の匠醤油 1ℓ×1本、香福豚
カレー 200g（1人前）×4個、我
力 200ml×1本、鰹だし 220g×1
袋 ■さがみはらアンテナ
ショップsagamix

■内容：ゆずの尊 600ml×1本、
我力 200ml×1本、黒にんにく
200g×2袋
■さがみはらアンテナショップ
sagamix

■内容：つゆ子さん 1ℓ×1本、ゆずの
尊 600ml×1本、ゆずこしょう 60g×1
本、そば 250g×2袋、地粉うどん 250g
×5袋、相模の麺 250g×5袋、津久井城
三人衆 清流うどん 250g×1袋、釜揚げ
うどん 250g×1袋、陣屋そば 250g×1
袋 ■さがみはらアンテナショップsagamix

■内容：藤野ゆずワイン、清酒
巖の泉 吟醸辛口、相模灘 純
米吟醸、純米酒 望地河原 各
720ml
■さがみはらアンテナショップ
sagamix

清酒・巌乃泉 大吟醸・大吟醸
純米酒 詰め合せ 720ｍｌ 2
本セット

相模原市産の酒米で醸した純米
酒「望地河原 きもと仕込純米
酒」1800ｍｌ ２本セット

「神奈川名産１００選」
☆高座豚ハム・ソーセージセッ
ト！！（SF-03）

相模原市産農産物「さがみはらのめぐ
み」のブルーベリーとゆずを使用した
ジャム＆マーマレードセット！

写真無し

※写真はイメージです。

■内容：清酒 巖乃泉 大吟醸・ ■内容：望地河原
純米酒」1800ｍｌ
大吟醸純米酒 詰め合わせ
■泉橋酒造㈱
720ml 2本セット
■清水酒造㈱

きもと仕込
２本セット

■内容：ロースハム 440g、ヤー
クトブルスト 378g、ベーコン
300g、ナチュラルケーゼ 297g
■㈱高座豚手造りハム

内閣総理大臣賞受賞「ブランデーせん
はやぶさ＆はやぶさ2＆JAXAグッ 宇宙食１９点お得な詰め合せ
べい」相模原観光協会推奨品「津久井
セット
せんべい」お勧め20袋（5種×各4袋） ズ一式セット

■内容：津久井せんべい20袋(4
種×各5袋)
■賞味期限：最大90日（別途各
商品ラベルに記載）
■㈲津久井せんべい本舗

■内容：ネックストラップ、リールクリッ
プ、歴代人工衛星マグカップ、日本の歴代ロ
ケットマグカップ、メタリックナノパズル
はやぶさ、3Dポストカード（イプシロン、は
やぶさタッチダウン、はやぶさ帰還、はやぶ
さ2）、はやぶさ2ペンケース ブラック/ブ
ルー、はやぶさ2キャップ フリーサイズ
■㈱ＢＣＣ

■内容：羊羹(小倉)(栗)各62ｇ、宇宙のパン
(ﾐﾙｸ)(ﾁｮｺﾚｰﾄ)各100ｇ、杏仁豆腐15ｇ、ｲﾁｺﾞ
ｱｲｽ一個、たこやき20ｇ、ﾌﾟﾘﾝ10.8ｇ、宇宙
ｷｬﾝﾃﾞｨｰ60ｇ、宇宙グミ40ｇ、ﾊﾞﾆﾗｱｲｽ一個、
お好み焼き40ｇ、おもち 餅45ｇ・きな粉15
ｇ、ｴﾋﾞｸﾞﾗﾀﾝ2ｶｯﾌﾟ、ﾁｷﾝﾗｲｽ37ｇ、ｴﾋﾞﾋﾟﾗﾌ37
ｇ、ﾁｮｺﾚｰﾄｹｰｷ22ｇ、ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｼｮｰﾄｹｰｷ1個、ﾐﾙ
ｸﾚｰﾌﾟ29.3ｇ ■㈱ＢＣＣ

■内容：ブルーベリージャム×6
個、ゆずマーマレード×6個
■賞味期限：ブルーベリージャ
ム:製造日より１年、ゆずマーマ
レード:製造日より8ヶ月
■㈲ぶるべの樹
人工衛星＆日本人宇宙飛行士記
念ピンバッヂ19点セット

■内容：SPRINT-A、EPSILON、はやぶさ2、あ
かつき、ERG、HTV初号機、HTV２号機、HTV3
号機、HTV4号機、HTV5号機、HTV6号機、ひま
わり8号機、だいち2号、星出宇宙飛行士、若
田宇宙飛行士、油井宇宙飛行士、山崎宇宙飛
行士、野口宇宙飛行士、大西宇宙飛行士 ■
㈱ＢＣＣ

【トライアル発注認定製品】
藤野里山体験ツアーペアチケッ
入力補助をするためのキーガード付き
ト ☆第7回かながわ観光大賞
パンタグラフタイプキーボード
審査員特別賞受賞
BFKB113PBK-G

陶芸体験コース

ペアチケット

【相模湖東ＩＣより約７分】
さがみ湖リゾートプレジャー
フォレスト＜ペア＞フリーパス

■内容：相模原市発の福祉機器
キーボード
１つ１つのキーをより確実に入
力するためのキーガード付き
■㈱ビット・トレード・ワン

■内容：陶芸体験コース ペア
チケット（体験は、基本的に金
曜・土曜日になります。他の曜
日はお問い合わせください。）
■陶釉舎

■内容：さがみ湖リゾートプレ
ジャーフォレスト＜ペア＞フ
リーパス（入園料＋乗物乗り放
題）
■相模湖リゾート㈱

■内容：大人2名様のツアー参加
のチケット。（その他の構成で
の参加は、ご相談ください。）
■有効期限：発送後半年間
■一般社団法人 藤野観光協会

相模原市HP:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kifu/index.html
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神奈川県 相模原市
30,000円からの寄附でえらべる返礼品
清酒 巖乃泉 大吟醸・大吟醸純米酒
合わせ 1.8L 2本セット

詰め

「神奈川名産１００選」
☆高座豚ハム・ソーセージセット！！
（SF-04）

相模湖パディントンベア・キャンプグラウ
ンド ペア宿泊券★セットアップテントサイ
ト（シーズンA･B･C限定）

※写真はイメージです。

■内容：清酒 巖乃泉 大吟醸・大吟醸純米 ■内容：パプリカリヨナー 360g、ヤークト
酒 詰め合わせ 1.8L 2本セット
ブルスト 378g、ボンレスハム 400g、フラ
■清水酒造㈱
ンクフルト 225g、ナチュラルケーゼ
297g、ヒレスモーク 350g
■㈱高座豚手造りハム

■内容：相模湖パディントンベア・キャン
プグラウンド ペア宿泊券★セットアップテ
ントサイト（デラックステラス付or星空テ
ラス付）※営業期間：4/1～11/30（冬季は
クローズとなります。）※別途宿泊予約が
必要です。■発送可能時期：5月～10月
■㈱ピカ

H2Bロケットフェアリングセット

はやぶさプレミアムセット

日本のロケットセット（H2A＆H2B）

■内容：H2Bフェアリング切手＆ポストカー
ドセット、H2B 2号機フェアリング キー
ホルダー、H2B 3号機フェアリングセッ
ト、H2Bロケット HTV付きレジンモデル
■㈱ＢＣＣ

■内容：H2Aロケット はやぶさ打ち上げ仕
様レジンモデル（1/200）、はやぶさ2高精
細クリスタル、パーミルロケット オレン
ジ
■㈱ＢＣＣ

■内容：H2A ２色ボールペン（赤、黒）、
H2B ４色ボールペン（赤、黒、緑、青）、
H2A はやぶさ2打ち上げ仕様レジンモデル
（1/200）、H2B ロケットHTV付き
（1/200）、日本の歴代ロケットマグカップ
（陶器）
■㈱ＢＣＣ

50,000円からの寄附でえらべる返礼品
「神奈川名産１００選」
☆高座豚ハム・ソーセージセット！！
（SF-05）

相模湖パディントンベア・キャンプグラウ
ンド ペア宿泊券★ログキャビン（シーズン 相模原スペシャルセット
A･B･C限定）

※写真はイメージです。

■内容：骨付きハム 2100ｇ、ロースハム
440ｇ、ヤークトブルスト 378ｇ、ビアシン
ケン 378ｇ、ナチュラルケーゼ297ｇ、ヒレ
スモーク 350ｇ以上
■㈱高座豚手造りハム

■内容：相模湖パディントンベア・キャン
プグラウンド ペア宿泊券★ログキャビン
（デラックステラス付orデラックスキッチ
ンデッキ付）
※別途宿泊予約が必要です。
■㈱ピカ

相模原市HP:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kifu/index.html

■内容：H2Bﾌｪｱﾘﾝｸﾞ切手＆ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞｾｯﾄ、ｽ
ﾍﾟｰｽﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ、日本の歴代ﾛｹｯﾄﾏｸﾞｶｯﾌﾟ、は
やぶさ2ｷｬｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｯｸ（ﾌﾘｰｻｲｽﾞ）、ﾛｹｯﾄﾀｲ
ﾋﾟﾝH2A、日本のﾛｹｯﾄ消しゴムｾｯﾄ、JAXAﾍﾟﾝ
ｹｰｽﾌﾞﾙｰ、はやぶさ2ﾋﾟｱｽ、ERGﾋﾟﾝﾊﾞｯﾁ、は
やぶさ2ﾍﾟﾝｹｰｽ、はやぶさ2ﾋﾟﾝﾊﾞｯﾁ、ｽﾍﾟｰｽ
ﾍﾟﾝ、歴代人工衛星ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ、宇宙食４点
■㈱ＢＣＣ

平成28年12月1日現在

神奈川県 相模原市
100,000円からの寄附でえらべる返礼品
「神奈川名産１００選」
☆高座豚ハム・ソーセージセット！！
（SF-061,062,063,064）

相模湖パディントンベア・キャンプグラウ
ンド ペア宿泊券★トレーラー（シーズンA･ 宇宙の町
B･C限定）

■内容：①ロースハム 440ｇ、パストラミポーク
360ｇ、パプリカリヨナー 360ｇ、ナチュラルケー
ゼ 297ｇ ②パプリカリヨナー 360ｇ、ヤークトブ
ルスト 378ｇ、ヘルシーハム 280ｇ、ボンレスハム
400ｇ、フランクフルト 225ｇ ③骨付きハム 2100
ｇ ④ショルダーハム 340g、ヘルシーハム 280
ｇ、パプリカリヨナー 360ｇ、ナチュラルケーゼ
297ｇ、ベーコン 300ｇ ※4回に分けて発送。
■㈱高座豚手造りハム

■内容：相模湖パディントンベア・キャン
プグラウンド ペア宿泊券★トレーラー(ス
リーパーコテージ6orトレーラーコテージ焚
火）１泊２食付で夕食にはウッドデッキで
ＢＢＱがお楽しみいただけます。
※別途宿泊予約が必要です。
■㈱ピカ

相模原プレミアムセット

■内容：アポロ17号宇宙飛行士フィギュア
（1/6）Capt Gene Cernan、H2B 3号機フェ
アリングセットプレミア、ASTRONAUT ス
ペースペン AG-7、メタリックナノパズル
はやぶさ、プロジェクタードーム 北半球
■㈱ＢＣＣ

1,000,000円～1,200,000円の寄附でえらべる返礼品
【寄附金額】1,000,000円
【トライアル発注認定製品】
光カートリッジDS001
世界唯一の光を使って音楽情報を読み取る
アナログレコード用カートリッジ

【寄附金額】1,000,000円
相模原市の匠たちが熟練の技を駆使し作ら
れた照明器具 穆穆「舞」
浮世の世界にいざなう光を再現

【寄附金額】1,200,000円
相模原市の匠たちが熟練の技を駆使し作ら
れた照明器具 穆穆「まほろび」
浮世の世界にいざなう光を再現

■内容：光カートリッジDS001は世界で唯一
販売されている光電式のアナログレコード
針です。2015アナロググランプリを受賞
し、相模原市認定製品となっております。
※製品は光カートリッジ及び専用イコライ
ザーのセット
■㈱デジタルストリーム

■内容：舞は、扇子をイメージした行灯
で、日本の伝統美を追求した亀甲模様のデ
ザインが印象的です。地方創生交付金を活
用して市内企業が開発した商品です。
※受注生産のため、発送まで2ヶ月程度お時
間をいただきます。
■㈱オプトデザイン

■内容：まほろびは、金属加工で菊唐草模
様の繊細な透かし柄をカッティング成型し
美しさを表現しています。地方創生交付金
を活用して市内企業が開発した商品です。
※受注生産のため、発送まで2ヶ月程度お時
間をいただきます。
■㈱オプトデザイン

相模原市HP:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kifu/index.html
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お問い合わせ

相模原市財務課

TEL 042-769-8216

E-mail kifu@city.sagamihara.kanagawa.jp

