令和３年９月２９日
相模原市発表資料

さがみはらファンサイト「Sagamihara FAN FUN FAN」
★第３回プレゼントキャンペーン開催★
「Sagamihara FAN FUN FAN」は、本市の魅力を市内外に発信し、さがみはら
ファンを増やし、シビックプライド（市や地域への誇りや愛着）を醸成するための
さがみはらファンサイトです。この度、ページの一部をリニューアル！トップページ
に動画が掲載され、より見やすくなり、コラム記事も１０月１日より随時更新します。
これに伴い、昨年度に引き続き、サイト内各種コンテンツへの参加で獲得したポ
イントを使って応募すると、相模原ゆかりの品々が抽選で当たる、
第３回プレゼントキャンペーンを開催します！
【概要】
応募期間）令和３年１０月

１日(金) ９：００から

令和３年１０月２８日(木)２３：５９まで
応募方法）ファンサイトに会員登録のうえ、マイページにログインして応募。
★保有ポイントに応じてさまざまなプレゼントに応募できます！
備 考 ）●ポイントを貯める方法（いずれも会員登録が必須）
・「さがみはら検定」で１０問中７問以上正解 …２０ポイント
・「さがみはらインフォメーション」掲載の記事を SNS でシェア
…２０ポイント
・「さがみはら Favo」で写真投稿…１００ポイント
サイト URL）https://sg-fansite.jp/
こちらから⇒
景 品 ）別添一覧を参照
＜一例＞

桐花園キャンプ場招待券
&スウェーデントーチ（700 ポイント）

SC 相模原 藤本淳吾選手サイン入りユニフォーム
＆タオルマフラー（700 ポイント）
※チケットなどは、新型コロナウイルス感染症による
外出自粛期間中はご利用をお控えくださいますよう
お願いします。

さがみはらアンテナショップ「sagamix」
商品詰め合わせ（700 ポイント）

【問い合わせ先】
市長公室 シビックプライド推進部
観光・シティプロモーション課
電話：０４２－７０７－７０４５（直通）

Sagamihara

保有ポイントに応じて
様々なプレゼントに応募できるよ！
相模原市にゆかりのあるプレゼントを
ぜひ当ててね♪

FAN FUN FAN

プレゼントキャンペーン

第3回

相模原市
マスコットキャラクター

日頃、
ファンサイトを応援してくれているファンの皆様に抽選で相模原市ゆかりの品々をプレゼント。

「さがみん」

保有ポイントの分だけ、
お好きな賞品に応募できます。
抽選結果は令和3年11月8日
（月）
正午から、
マイページ上でお知らせいたします（当選者のみ）。
700

プラチナ賞品

500

（消費ポイント700pt）

ゴールド賞品

SC相模原 藤本淳吾選手
サイン入りユニフォーム（2021年1st）＆タオルマフラー

700

300

（消費ポイント500pt）

700

シルバー賞品

桐花園 キャンプ場招待券＆
スウェーデントーチ

700

ブロンズ賞品

100

（消費ポイント300pt）

（消費ポイント100pt）

さがみはらアンテナショップ
「sagamix」商品詰め合わせ

※ユニフォームのサイズは
Lサイズとなります

1名様

1名様

協力：SC 相模原

500

協力：桐花園

HP https://www.scsagamihara.com/

高座豚ハム・ソーセージ
セット

500

・ロースハム
・ベーコン
・ナチュラルケーゼ
・ウインナー３種
ラインバイザー、
ガーリックチーズ
ウインナー、
しそ入りウインナー

（

）

5名様
安心、安全、本物の味にこだわり手塩にか
けて育てた相模原産の豚肉と、
ドイツ人
マイスター
（肉職人）のレシピをもとに造り
あげたハム＆ソーセージのセット。

ミニトートバッグ

ジャパンラグビートップ
リーグに所 属 する「 三
菱重工相模原ダイナボ
アーズ 」のミニトート
バッグ。デニム生地に、
エンブレムがワンポイ
ント。シンプルなデザイ
ンなので、様々な用途
で使えます。

協力：三菱重工相模原ダイナボアーズ
HP https://dynaboars.mhi.com/

300 リラックマぶらさげぬいぐるみ＆
３色ボールペン（JAXAブルースーツ）

「 リ ラ ッ ク マ 」た ち が 、
JAXA（宇宙航空研究開
発機構）の宇宙飛行士が
使う訓 練 服（ブル ースー
ツ ）を 着 て い る ボ ー ル
チェーン付きのマスコッ
トと３色 ボ ール ペ ン の
セットです。
【JAXA COSMODE認証マー
ク使用商品】

HP http://rengo.or.jp/相模原地域連合-2/

300 「大人が楽しむjazzライブ」ペアチケット

http://hall-net.or.jp/04minamishimin/?p=2653
協力：相模原市民文化財団
HP https://hall-net.or.jp/

300

ノジマステラ神奈川相模原
エコバッグ〜相模女子大学コラボ商品〜
マスコットベアのセット

1名様

日 本 女 子 プ ロ サッカー
リーグ「WEリーグ」に参
入する「ノジマステラ神奈
川相模原」。応援団長・も
もちゃんがデザインされ
た「エコバッグ」と、ボール
チェーン付きの「マスコッ
トベア」をプレゼント。

協力：ノジマステラ神奈川相模原
HP http://stellakanagawa.nojima.co.jp/

「推し土産スイーツ」
300 さがみはら
セット

5

相模原市内で販売されて
いる菓子・パンを対象に、
皆さんの投票で選ばれた
「推し土産スイーツ」を詰
め合わせました。津久井き
なこのダックワーズ、チュ
リング、焼きドーナツ、マ
シュマロクッキー、SC相
名様 模原せんべいの5種入り。

協力：さがみはらスイーツフェスティバル実行委員会
HP https://www.sagamihara-sweetsfes.com/

Team UKYO
SAGAMIHARA関連グッズ
4点セット

500

1名様

3名様

明治８（１８７５）年から続く
老 舗、井上醤 油 株 式 会 社の
商品を 贈呈。相 模 原市 観 光
協会推奨品で、色・味・香と三
拍 子 揃った 最 高 級 醤 油「柴
胡の匠」、卵かけごはん用に
作られた醤油「玉子さん」、用
途広く使える万能だし「昆布
しょうゆ」の3点セット。

協力：公益社団法人 相模原市観光協会
HP https://www.e-sagamihara.com/

「とうとるん」
100 さがみの桑茶
（スティック20本入り）

5名様

協力：ノジマ相模原ライズ

HP http://www.teamukyo.com/

「sagamix」商品（醤油３点セット）

「とうとるん」は、相模
原商工会議所女性会
が、地産地消事業の一
環 で 開 発した 商 品 で
す。
ビタミン、ミネラル、
食物繊維など豊富で、
「 健 康 茶 」としても 人
気を集めています。

協力：相模原商工会議所
HP http://www.sagaminokuwacha.com/

100 にこまるトートバック
相模原市社会福祉協
議会のマスコットキャ
ラクター（にこまる）が
デザインされたトート
バック。

10名様

協力：相模原市社会福祉協議会
HP http://www.sagamiharashishakyo.or.jp/

ノジマ相模原ライズ
ドライ裏フリースパーカー＆
キーホルダー

相模原市をホームタウンとして活動する
アメリカンフットボール クラブ チ ーム
「ノジマ相模原ライズ」のオリジナルパー
カーとアクリルキーホルダーをプレゼン
ト。パーカーの色はグレー・ネイビー・オ
レンジ、サイズはS・M・L・LL・３Lから選
べます。素材はポリエステル100％。

終身名誉観光親善大使である元F1レー
サーの片山右京氏が監督を務める
「Team UKYO」のレーシングチーム関
連グッズ4点セットです。賞品内容はフェ
イスタオル・サイクルソックス・サイクル
キャップ・マスクカバーです。
協力：Team UKYO
（KATAYAMA PLANNING 株式会社）

100 さがみはらアンテナショップ

1名様

相模原南市民ホールで開催される公演のペアチケット。
【大人が楽しむjazzライブ】12/2（木）19:00開演 相
模原南市民ホール ギラ山ジル子PROJECT パート２
昭 和の 名曲を JA Z ZにReSTYLE
公演情報→

500

協力：公益社団法人 相模原市観光協会

1名様

2名様

協力：相模原地域連合

HP https://www.sagamiko-resort.jp/

300 三菱重工相模原ダイナボアーズ

協力：株式会社ビー・シー・シー

さがみはら/緑区
おいしいもの
詰め合わせ

協力：相模湖リゾート株式会社

協力：JA 相模原市
HP https://www.jakanagawa.gr.jp/sagamihara/

5名様

500

小惑星探査機「はやぶさ２」のマグカップなどの宇宙グッズ、相模原
市産の素材を使った果汁100％のブルーベリージュースやゆず
ジャム、ゆずのおせんべい、贅沢な栗はちみつなど、さがみはらの楽
しく美味しい魅力をギュッと詰めてお届けします。

※招待券の有効期限は
2022年9月30日となります

相模原市緑区のおいしい名産品
（5,000円
相当）を詰め合わせにしてプレゼント。
中身は届いてからのお楽しみとさせて
いただきます。

大地のめぐみ！さがみはら
で育てた野菜を2種類のカ
レーとスープにしたＪＡ相
模 原 市 オリジ ナ ル 商品で
す。ゴロゴロカレーorトマト
カレー＆オニオンスープの
2個セットでプレゼント！！
商品はベジたべーな、ベジ
たべーなminiなどの直売
所で販売もしています。

1名様

※「絶叫吊り橋 風天」
（写真）は別途料金必要

HP https://tokaen.jp

キャンプやBBQ等のアウトドア施設と遊
園地を組み合わせた45万坪の雄大な施
設の遊園地フリーパス券（入園料＋乗物乗
り放題）。※営業時間・休園日は要問合せ／
駐車料金は別途

300 オリジナルカレー・スープセット

10名様

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト
フリーパス【ペア】

1名様

協力：株式会社高座豚手造りハム

1名様

相模原市緑区にあるキャンプ場「桐花園」の招待券とスウェーデン
トーチのセット。バンガローM（最大5名まで宿泊可能）招待券（１泊
分）にはスウェーデントーチ１個と、マットレス、シーツ、毛布、枕（最
大５名様分）がつきます。※その他費用（駐車場料金等も含め）は、当選
者様の自己負担とさせていただきます。また、事前予約が必要です。

Ｊ２への昇格を決めた相模原市に本拠地を
置くプロサッカーチーム「SC相模原」の藤
本淳吾選手のサイン入りユニフォームと、
タオルマフラーのセットをプレゼント。

HP http://www.sagamihara-rise.com/

「ベジたべーな」
100 農産物直売所

「ベジたべーなmini」
で利用できる
全農商品券1,000円分

4名様

相模原の野菜をおいし
く食べてほしい―。そん
な想いが込められた地
場農産物の販売拠点「ベ
ジたべーな」と「ベジた
べーなmini」には、新鮮
で 安 全・安 心な 農 畜 産
物が日々揃っています。

協力：JA 相模原市
HP https://www.jakanagawa.gr.jp/sagamihara/

100 サガミハラシティTシャツ

12名様

市内飲食店ONE
TWO DON(ワンツー
ドン)のオーナーが、さ
がみはらファンを増や
そうと制作したＴシャツ。
サイズは、S・M・L・XL
からお選びください。
色は、白・黒・紺・緑の４
色。何色が届くかは、届
いてからのお楽しみ♪

協力：合同会社 O.T.D
HP https://onetwodon.thebase.in/

100 さがみんグッズ詰め合わせ
相 模 原 市のマスコッ
トキャラクター「さが
みん」の サコッシュ、
タッパー、自由 帳、ク
リアファイル、シール
の５点セットです。

50名様
協力：相模原市

プレゼントの応募は、
ログイン状態でマイページから行えます。

SAGAMIHARA FAN FUN FAN PRESENT CAMPAIGN 2021

