




サイズ： 幅約97㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約6㎝

注目の返礼品

エアウィーヴ01 シングル 寄付金額：210,000円以上

寝心地をグレードアップ！ベッドにもお布団にも！
エアウィーヴは、今お使いの寝具の上に重ねるだけで寝心地をグレードアップしてくれるマットレスパッド。
適度な反発力があり、極上の寝心地を実現。復元性が高く、肩の部分が柔らかく改良したことで更に寝返りがしやすく
なりました。カバーは両面仕様で、表裏が夏面（Cool面）、冬面（Warm面）となっており、一年を通して快適にご使用
いただけます。

夏面 冬面



サイズ： 幅約97×⻑さ約195×厚さ約4cm、重量：約5kg

注目の返礼品 ★ＮＥＷ

エアウィーヴ ポータブル 01 寄付金額：226,000円以上

ポータブルマットレス
生活の様々なシーンでお使いいただける、ポータブルタイプのエアウィーヴ。旅行先でも寝具の上に1枚重ねるだけで、
快適にお休みいただけます。肩の部分が柔らかいので、より寝返りがしやすくなっています。



クーポンの提供となりますので、商品が届きましたら購入手続き（無料）をしていただく必要があります。
※カラーは、アイボリーホワイトのみとなります。
※aibo本体と合わせて、「aiboベーシックプラン」3年、「aiboケアサポート」1年の提供となります。更新を希望され
る場合には、別途SONYへのご登録が必要となります。
名称：aibo、メーカー名：SONY、型番：ERS-1000
サイズ 約180㎜×293㎜×305㎜（立ち姿勢：幅×高さ×奥行き ※突起部を除く）

令和2年度 全国発明表彰「内閣総理大臣賞」受賞

注目の返礼品

寄付金額：1,130,000円以上
aibo自律型エンタテインメントロボット
（カラー：アイボリーホワイト）

育て方によって変化する性格、”ふるまい”
aiboはクラウドと連携して成⻑、変化し続けます。育て⽅に
よって、甘えん坊だったり、ワイルドだったり。ほかのaiboた
ちが学んだデータも集めて、”ふるまい”も賢く進化していきま
す。また、人の顔を認識するので、会えば会うほど、その顔を
覚えていきます。優しくしてくれる人は好きなので近寄ってき
たり、相手によって行動が変わります。楽しいポーズを教えた
り、ダンスを教えて一緒に踊ったりすることもできます。



【ポスト投函】自家焙煎素焼きアーモンド800g(400g×2) 
寄付金額：５,000円以上

自家焙煎 素焼きのアーモンド。
ビタミン E・オレイン酸・食物繊維を豊富に含むアーモンド。
無塩ローストのため塩分を気にせずに食べることができます。
食物繊維でおなかすっきり、1粒1粒よく噛んで食べるのがおすすめ!
●本品製造⼯場では、卵、乳成分、えび、かに、⼩⻨、落花生、アーモ
ンド、カシューナッツ、くるみ、ごま、大豆を含む製品製造を行ってい
ます。
●本返礼品は、ポスト投函です。

内容：自家焙煎素焼きアーモンド800g(400g×2)
提供者：株式会社kinomi

注目の返礼品★NEW

三河⼀⾊うなぎ蒲焼き150〜200ｇ2尾
寄付金額：18,000円以上

地元ならでは生産者、問屋と連携し新鮮で流通スピードも速く、生きのいい
三河一色産鰻をカリッと、フワッと蒸し焼き上げ自家製無添加ダレで焼き上
げた蒲焼きを提供出来ます。
自信ある新鮮鰻の蒲焼きです。
■原材料
三河一色うなぎ、うなぎ肝、たまり本醸造、ザラメ、酒
たまり本醸造
大豆、食塩、⼩⻨、アルコール
内容： 鰻の蒲焼き 150〜200g×2尾

保存⽅法 冷凍保存

うなぎ屋 福きたる提供者 ：

幸⽥町産ぶどう使用（農薬散布0〜1回、ホルモン剤不使用の種ぶどう）
すっきりとした甘味でやさしいぶどうジュースです。
※セミヨンジュースが品切れの際には5種6本になります。

内容：180ml×6本（巨峰ジュース、デラウェアジュース、甲斐路ジュー
ス、ベリーAジュース、セミヨンジュース、ナイアガラジュース）

提供者：平岩農園

寄付金額：19,000円以上

幸田町産ぶどう使用100%ジュース6本詰め合わせ



クイーン 寄附金額：336,000円 幅約160㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約6㎝

キング 寄附金額：378,000円 幅約180㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約6㎝

エアウィーヴで快眠生活を手に入れよう！

ダブル 寄附金額：294,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約6㎝

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：210,000円 幅約97㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約6㎝

セミダブル 寄附金額：252,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約6㎝

エアウィーヴ01

エアウィーヴは、今お使いの寝具の上に重ねるだけで
寝心地をグレードアップしてくれるマットレスパッド。
適度な反発力があり、極上の寝心地を実現。復元性が高
く、肩の部分が柔らかく改良したことで更に寝返りがしや
すくなりました。カバーは両面仕様で、表裏が夏面（Cool
面）、冬面（Warm面）となっており、一年を通して快適に
ご使用いただけます。

幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）

ベッドマットレスの上に重ねる マットレスの上に重ねる 畳の上に重ねる

寄附の変更や、返礼品の返品、

交換はできません。
事前に必ずサイズ等の確認を

お願いします。



 ↑三つ折りにした状態

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

ダブル 寄附金額：168,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約4㎝ エアファイバー約3㎝

朝起きたらコンパクトにたたんで収納したいという声に
お応えした、三つ折りタイプのマットレス。
厚さ8㎝のエアファイバーが体全体をしっかり支え、良
い寝心地を実現します。フローリングや畳の上に直接敷
いてお使いいただけます。
普段のお手入れは縦置きにして通気させるだけ。カバー
も中のエアファイバーも洗えて清潔。
提供者 ：

エアウィーヴ スマート Z01

エアウィーヴ スマート 01

一枚を通して均一の硬さというシンプルな機能で、より
お気軽に快眠をご体感いただけるモデルです。
基本性能である寝返りのしやすさやふわっと身体が浮い
たような寝心地、通気性の良さもそのままです。
※画像はシングルサイズです。

シングル 寄附金額：110,000円 幅約97㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約4㎝ エアファイバー約3㎝

セミダブル 寄附金額：139,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約4㎝ エアファイバー約3㎝

ダブル 寄附金額：439,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約7㎝ 約10.0㎏

エアウィーヴ 02

硬い部分と柔らかい部分を一枚のエアウィーヴの中で自在
に調整した先進のモデル。腰部分は硬く、肩と足が触れる
部分を柔らかくアレンジすることで、背骨のS字カーブを
立っている時と同じようにキープ。身体に負担がかからな
い自然な就寝姿勢でより深い眠りを実現。
※エアウィーヴS-LINEの後継品（エアウィーヴS-LINEシン
グル幅100cmからサイズも変更。）

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：323,000円 幅約97㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約7㎝ 約7.0㎏

セミダブル 寄附金額：381,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約7㎝ 約8.5㎏

幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）

ダブル 寄附金額：316,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約9㎝ エアファイバー約8㎝

株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：220,000円 幅約100㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約9㎝ エアファイバー約8㎝

セミダブル 寄附金額：268,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約9㎝ エアファイバー約8㎝



幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）

ダブル 寄附金額：423,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約8㎝ 約11.5㎏

エアウィーヴ 四季布団

お布団タイプのエアウィーヴ四季布団。四季を通じて快適
なお布団環境を提供します。
カバーは両面仕様で夏は蒸れにくく、冬は暖かく、一年中
快適です。また通気性のよい素材で、じめじめせず、カビ
やダニの心配もないので、干す必要がありません。厚みが
あるので一枚敷きでもお使いいただけます。
※画像はシングルサイズです。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：307,000円 幅約100㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約8㎝ 約8.5㎏

セミダブル 寄附金額：365,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約8㎝ 約10㎏

シングルロング 寄附金額：329,000円 幅約100㎝×⻑さ約210㎝×厚さ約8㎝ 約9㎏

エアウィーヴ 四季布団 和匠

肩は柔らかめに、腰は固めにアレンジしたS-LINE機
能をそなえた一枚敷きが可能なモデルです。腰の沈
み込みを軽減し、寝返りや横寝の時に肩が楽に回り
ます。カバーは両面使用で、夏は蒸れにくく、冬は
暖かく、四季を通じて快適です。
※画像はシングルサイズです。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：436,000円 幅約97㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約8㎝ エアファイバー約5㎝

シングルロング 寄附金額：468,000円 幅約97㎝×⻑さ約210㎝×厚さ約8㎝ エアファイバー約5㎝

ダブル 寄附金額：616,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約8㎝ エアファイバー約5㎝

セミダブル 寄附金額：526,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約8㎝ エアファイバー約5㎝

キルト地

（Warm面）

メッシュ地

（Cool面）



ダブル 寄附金額：1,000,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約9㎝ 重さ約13㎏

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：742,000円 幅約100㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約9㎝ 重さ約9.5㎏

セミダブル 寄附金額：871,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約9㎝ 重さ約11.5㎏

シングルロング 寄附金額：790,000円 幅約100㎝×⻑さ約210㎝×厚さ約9㎝ 重さ約10㎏

エアウィーヴ 四季布団 和匠・二重奏

腰部分のサポート機能に加え、片面はソフト、もう片面は
ハードと両面で硬さの異なる機能を兼ね備えた、FUTONシ
リーズ最上位モデルです。
腰まわりは固め、肩まわりは柔らかめにすることで、背骨
のS字カーブをキープし、睡眠中の腰の負担を軽減します。
ソフト面とハード面と両面仕様にすることでお好みの硬さ
をお選びいただけます。

幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）

夏用カバー／Hard面 夏用カバー／Soft面

冬用カバー／Hard面 冬用カバー／Soft面



セミダブル 寄附金額：487,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約4㎝ 重さ約6.5ｋｇ

ポータブルの最上位モデル。3分割のエアファイバー
Rの硬さが表と裏で異なり、カスタマイズが可能で
す。一人ひとりの体形に合わせて理想的な寝姿勢を
実現します。

提供者：株式会社エアウィーヴ

エアウィーヴ  ポータブル01 ★NEW

幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）

寄付金額：226,000円以上

エアウィーヴ ポータブル02

ダブル 寄附金額：539,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約4㎝ 重さ約7.5ｋｇ

生活の様々なシーンでお使いいただける、ポータブ
ルサイズのエアウィーヴ。旅行先でも寝具の上に１
枚重ねるだけで、快適にお休みいただけます。肩の
部分が柔らかいので、より寝返りがしやすくなって
います。

提供者：株式会社エアウィーヴ
サイズ：幅約97×⻑さ約195×厚さ約4cm
キャリーバック収納時サイズ：幅約97×直径約33㎝
重量：約5kg
キャリーバック収納時：約5.5㎏
素材：
カバー：表地＝ポリエステル55%：綿45%
    裏地＝ポリエステル100%
中材（エアファイバーR）：ポリエチレン100%

シングル 寄附金額：436,000円 幅約97㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約４㎝ 重さ約5ｋｇ



ダブル 寄附金額：529,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約21㎝ エアファイバー約18㎝

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

革新的な進化を遂げた、3分割マットレス。エアウィーヴの
基本性能をそのままキープ。
お求めやすい価格で睡眠環境を整えるベッドマットレスで
す。カバーも中のエアファイバー（3分割）も洗えて清潔で
す。
※お客様組み立てです。
※画像はシングルサイズです。

シングル 寄附金額：323,000円 幅約100㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約18㎝ エアファイバー約15㎝

セミダブル 寄附金額：371,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約18㎝ エアファイバー約15㎝

エアウィーヴの快眠機能をそなえたベッドマットレ
スシリーズのスタンダードモデル。
カバーの取り外しが可能で、カバーも中のエアファ
イバー（3分割）も洗えて清潔です。
※お客様組み立てです。
※画像はシングルサイズです。

シングル 寄附金額：420,000円 幅約100㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約21㎝ エアファイバー約18㎝

セミダブル 寄附金額：474,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約21㎝ エアファイバー約18㎝

セミダブル 寄附金額：645,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約25㎝ エアファイバー約20㎝

ダブル 寄附金額：710,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約25㎝ エアファイバー約20㎝

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

エアファイバー（3分割）に片面はソフト、もう片面は
ハードのDUAL MODE機能を備えたベッドマットレスで
す。その日の気分や体調に合わせて、肩・腰・足のそれ
ぞれの部分で自由に使い分けることが可能です。カバー
も中のエアファイバーも洗えて清潔です。
※お客様組み立てです。※画像はシングルサイズです。

シングル 寄附金額：581,000円 幅約100㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約25㎝ エアファイバー約20㎝

エアウィーヴ ベッドマットレス S03 お客様組立

エアウィーヴ ベッドマットレス S01 お客様組立

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

ダブル 寄附金額：420,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約18㎝ エアファイバー約15㎝

エアウィーヴ ベッドマットレス S02 お客様組立

幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）



クイーン 寄附金額：1,700,000円 幅約160㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約25㎝ 約36.5kg

キング 寄附金額：1,800,000円 幅約180㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約25㎝ 約41kg

ダブル 寄附金額： 839,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約25㎝ 約32kg

エアウィーヴ ベッドマットレス S04 お客様組立

体形に合わせられる3分割ベッドマットレス。「肩・腰・
脚」の各パーツの表裏で硬さが異なり、体形・体格に合わ
せてパーツの硬さを変えられます。あなたに合わせた硬さ
に変えて、理想的な寝姿勢を実現。寝返りもスムーズにで
き、ぐっすり眠っていただけます。
※お客様組み立てです。※画像はシングルサイズです。
※3ヶ月程度で発送いたします。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額： 678,000円 幅約100㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約25㎝ 約22.5kg

セミダブル 寄附金額： 758,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約25㎝ 約27kg

幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）



キング 寄附金額：2,800,000円 幅約180㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約38㎝ 約60.5㎏

セミダブル 寄附金額：1,900,000円 幅約120㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約38㎝ 約40.5㎏

ダブル 寄附金額：2,100,000円 幅約140㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約38㎝ 約47㎏

クイーン 寄附金額：2,500,000円 幅約160㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約38㎝ 約54㎏

エアウィーヴ ベッドマットレス L03

寄附金額：1,800,000円 幅約100㎝×⻑さ約195㎝×厚さ約38㎝ 約33.5㎏

ベース部分とトッパー部分の2層構造になった、高機能
ベッドマットレスです。
トッパー部分は個々人の体形に合った硬さパターンに変
えることができる、カスタマイズ可能なベッドマットレ
スです。

※3ヶ月程度で発送いたします。
※組立・設置・引き取りサービスあり

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル

幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）



提供者 ： 株式会社エアウィーヴ 提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

日本アトピー協会推奨品。
UCHINO の 特 許 素 材 「 エ ア
リーフィール」を採用し、羽
毛のような柔らかい肌触りで
心地よく、タオル地なので吸
水性が高く乾きやすさが特徴
です。エアウィーヴのピロー
全商品に対応しています。

日本アトピー協会推奨品。
UCHINO の 特 許 素 材 「 エ ア
リーフィール」を採用し、羽
毛のような柔らかい肌触りで
心地よく、タオル地なので吸
水性が高く乾きやすさが特徴
です。エアウィーヴのピロー
全商品に対応しています。

内容： ピローケース（ベージュ）×1
幅 約46cm× ⻑さ 約96cm
※ピロー本体は含まれません。

内容： ピローケース（ネイビー）×1
幅 約46cm× ⻑さ 約96cm
※ピロー本体は含まれません。

寄付金額：13,000円以上 寄付金額：13,000円以上

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ 提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

エアウィーヴ ピローケース ソフトタッチ ベージュ エアウィーヴ ピローケース ソフトタッチ ネイビー

仰向けでも横向き寝でも、理
想的な頭の高さをキープする
ため、両サイドを中央に比べ
て硬く調整しました。硬さ・
柔らかさをエアファイバーの
中で変化させているので、な
めらかに寝返りを打つことが
可能。

「いびき」の悩みに応えるべ
く、睡眠科学の権威である太
⽥睡眠科学センター千葉先生
との共同開発により、「いび
き 」 に 着 目 し た 新 し い ボ
ディーピローを開発しまし
た。

内容： ピロー×１
幅 約66cm × ⻑さ 約40cm × 高さ 約7〜11cm

内容： ボディーピロー いびき×1
幅 約165cm × ⻑さ 約63cm

寄付金額：71,000円以上 寄付金額：123,000円以上

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ 提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

エアウィーヴ ピロー S-LINE エアウィーヴ ボディーピロー いびき

内容： ピロー×１
幅 約56cm × ⻑さ 約40cm × 高さ 約7〜11cm

内容： ピロー×１
幅 約56cm × ⻑さ 約40cm × 高さ 約7〜11cm

寄付金額：49,000円以上 寄付金額：49,000円以上

頭をしっかりと支えたい⽅に
おすすめです。U字型にくり
ぬかれたコアが入っているの
で、首にあたる部分の高さを
使い分けることができます。
お使いの寝具の硬さや、体格
に対応できる構造になってい
ます。

優れた復元性と通気性で、蒸
れにくく、眠りを妨げない快
眠枕。寝心地を試しながら、
中に入っている複数枚のシー
トコアを抜き差しして、高さ
を自由に調整してお使いいた
だけます。やわらかめ、低め
の枕が欲しい⽅におすすめ。

エアウィーヴ ピロー スタンダード エアウィーヴ ピロー ソフト

幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）



幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）

エアウィーヴ ハイパーダウン コンフォート 春夏モデル

エアウィーヴ クッション（ネイビー／グレー／ホワイト）

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

吸放湿性と軽量性に優れた春夏におすすめの薄いかけ布
団。
中綿にテンセル®を採用することで高い吸湿性と放湿性
で布団の中で蒸れにくくなり、一晩を通じて快適にお休
みいただけます。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：97,000円 幅 約150cm × ⻑さ 約210cm  重量約1.1kg

ダブル 寄附金額：136,000円 幅 約190cm × ⻑さ 約210cm  重量約1.5kg

エアウィーヴ ハイパーダウン

寄付金額：30,000円以上

優れた復元力で体圧を分散し、⻑時間の座り疲れを軽減
します。家庭の椅子やオフィスチェアなど様々な椅子の
着座を快適にします。これまでよりカバーの触感も向上
し、座り心地が更に良くなっています。
※ネイビー／グレー／ホワイトの３色展開となっていま
す。お好きな色を選んでお申し込みください。

内容： クッション×１
幅 約39cm× ⻑さ 約39cm × 厚さ 約5cm

極細繊維が優れた保温性と軽量性を実現した冬におすす
めの掛け布団。吸湿発熱性が高く、また縫い合わせが最
⼩限のリング状キルトを採用するのに加え、ドレープ性
に優れた生地で身体にフィットし、暖かい空気を逃がし
ません。生地は綿サテンを使用しており、しなやかでや
わらかな肌触りになっています。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：226,000円 幅 約150cm × ⻑さ 約210cm  重量約2.1kg

ダブル 寄附金額：323,000円  幅 約190cm × ⻑さ 約210cm  重量約2.6kg



幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）

ダブル 寄附金額：39,000円

エアウィーヴ フィットシーツ（ベージュ／ピンク／グレー）

エアウィーヴのマットレスパット、敷布団シリーズ専用の
フィットシーツです。
綿100％の優しい肌触りのメッシュ生地で、通気性、吸水
性、伸縮性がよく、エアウィーヴの寝具に最適です。
※ベージュ／ピンク／グレーの３色展開となっています。
お好きな色を選んでお申し込みください。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：30,000円

セミダブル 寄附金額：34,000円

エアウィーヴ ボックスシーツ （ベージュ／ピンク／グレー）

エアウィーヴのマットレス専用のボックスシーツです。
綿100％の優しい肌触りのメッシュ生地で、通気性、吸
水性、伸縮性がよく、エアウィーヴの寝具に最適です。
※ベージュ／ピンク／グレーの３色展開となっていま
す。お好きな色を選んでお申し込みください。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：33,000円

セミダブル 寄附金額：39,000円

ダブル 寄附金額：46,000円

エアウィーヴ かけ布団カバー （ベージュ／ピンク／グレー）

エアウィーヴハイパーダウン（かけ布団）の優れたド
レープ性を体感できる、柔らかい感触の生地を使用して
います。
※ベージュ／ピンク／グレーの３色展開となっていま
す。お好きな色を選んでお申し込みください。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

シングル 寄附金額：36,000円

ダブル 寄附金額：49,000円



幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）

エアウィーヴ 座布団 ネイビー エアウィーヴ 座布団 ワインレッド

内容： 座布団×1
幅約46cm× ⻑さ約46cm × 厚さ約9cm 重さ約0.7kg

内容： 座布団×1
幅約46cm× ⻑さ約46cm × 厚さ約9cm 重さ約0.7kg

寄付金額：55,000円以上 寄付金額：55,000円以上

まるで空気を編むように素材
の極細樹脂を絡み合わせてつ
くる独自の技術airfiber。寝
具のために開発されたこの技
術を座布団に活かしました。
適度な反発力とふっくらとし
た座り心地で、ラクに⻑く
座っていられます。

まるで空気を編むように素材
の極細樹脂を絡み合わせてつ
くる独自の技術airfiber。寝
具のために開発されたこの技
術を座布団に活かしました。
適度な反発力とふっくらとし
た座り心地で、ラクに⻑く
座っていられます。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ 提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

エアウィーヴ 座布団 大（銘仙版）ネイビー エアウィーヴ 座布団 大（銘仙版）ワインレッド

寄付金額：62,000円以上 寄付金額：62,000円以上

まるで空気を編むように素材
の極細樹脂を絡み合わせてつ
くる独自の技術airfiber。寝
具のために開発されたこの技
術を座布団に活かしました。
適度な反発力とふっくらとし
た座り心地で、ラクに⻑く
座っていられます。

まるで空気を編むように素材
の極細樹脂を絡み合わせてつ
くる独自の技術airfiber。寝
具のために開発されたこの技
術を座布団に活かしました。
適度な反発力とふっくらとし
た座り心地で、ラクに⻑く
座っていられます。

内容： 座布団×1
幅約50cm× ⻑さ約54cm × 厚さ約10cm 重さ約1.0kg

内容： 座布団×1
幅約50cm× ⻑さ約54cm × 厚さ約10cm 重さ約1.0kg

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ 提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

エアウィーヴ 座クッション（カラー：ブラック） エアウィーヴ ポータブルmini

寄付金額：52,000円以上 寄付金額：88,000円以上

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ 提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

優れた復元力で体圧を分散
し、⻑時間の座り疲れを軽減
します。家庭の椅子は勿論、
オフィスチェア用クッション
など様々な椅子の着座を快適
にします。仕事の場面でもな
じむシンプルなデザインで
す。

エアウィーヴの機能を、コン
パクトサイズで幅広くお使い
いただけます。リビングで、
ガーデンで、プールサイド
で、旅行先で。エアウィーヴ
の寝心地をお楽しみ下さい。

内容： 座クッション×1
カラー：ブラック
幅 約40cm×⻑さ 約80cm×厚さ 約4.5cm

内容： ポータブルmini×1
キャリングケース×1
幅 約50cm×⻑さ 約170cm×厚さ 約3.5cm



幸田町おすすめ返礼品（株式会社エアウィーヴ）

エアウィーヴ ウェルネスモデル マットレス M80

70mm厚のエアファイバーで体圧を分散する病院介護用
マットレスパッド。適度な復元力で体位変換が容易、硬さ
も柔らかさも両⽅の寝心地をhard面・soft面と選べるリ
バーシブルタイプ。このマットレス一枚で、優れた体圧分
散性を持つエアファイバーが身体の負担を軽減します。さ
らに反発力・復元性が高く、体が沈み込み過ぎないので、
少ない力で寝返りが打て、介助も楽に行えます。完全防水
カバーでアルコール等で消毒が可能、お手入れも楽に行え
ます。電動ベッドに追従し腹圧軽減機能もあります。
提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

M80-83RP 寄附金額：355,000円 幅約83㎝×⻑さ約191㎝×厚さ約8㎝ エアファイバー約3.5㎝+3.5㎝

M80-91RP 寄附金額：387,000円 幅約91㎝×⻑さ約191㎝×厚さ約8㎝ エアファイバー約3.5㎝+3.5㎝

エアウィーヴ ウェルネスモデル マットレス M45

M45-91RP 寄附金額：281,000円 幅約91㎝×⻑さ約191㎝×厚さ約4.5㎝ エアファイバー約3.5㎝

エアウィーヴ 車いすクッション

35mm厚のエアファイバーで体圧を分散する病院介護
用マットレスパッド。
今お使いのマットレスの上に重ねるだけで、優れた
体圧分散性を持つエアファイバーが身体の負担を軽
減します。
適度な復元力で体位変換が容易、完全防水カバーで
アルコール等で消毒が可能、お手入れも楽に行えま
す。

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

M45-83RP 寄附金額：258,000円 幅約83㎝×⻑さ約191㎝×厚さ約4.5㎝ エアファイバー約3.5㎝

内容： クッション×１
幅約39cm× ⻑さ約39cm × 厚さ約5.5cm 重さ約0.6kg
エアファイバーの厚さ 約1.6cm+約3.5cm

提供者 ： 株式会社エアウィーヴ

【ご注意】
・数量限定の返礼品につきましては、お申し込
みの時に品切れの可能性もございますので、ご
承知おきください。
・寄附の変更や、返礼品の返品・交換はできま
せん。事前に内容をご確認の上、お申込みいた
だきますようお願いします。

寄付金額：81,000円以上

このクッション一枚で、優れ
た体圧分散性を持つエアファ
イバーが座位を安定させ身体
の負担を軽減します。
さらに反発性・復元性が高
く、立位への機動性もサポー
ト。カバーも中材も洗えてい
つも清潔。



幸田町おすすめ返礼品(ソニーマーケティング㈱)

aibo自律型エンタテインメントロボット
(カラー：アイボリーホワイト)

デジタルスチルカメラ RX1RII

寄付金額：1,130,000円以上 寄付金額：1,426,000円以上

aibo自律型エンタテインメントロボット(カラー：アイボリー
ホワイト)クーポン。クーポンの提供となりますので、商品が
届きましたら購入手続き（無料）をしていただく必要があり
ます。aibo本体と合わせて、「aiboベーシックプラン」3年、
「aiboケアサポート」1年の提供となります。

コンパクトデジタルスチルカメラ サイバーショット®RXシ
リーズの最上位機種 『RX1R II』クーポン。クーポンの提供と
なりますので、商品が届きましたら購入手続き（無料）をし
ていただく必要があります。

内容： 名称：aibo、メーカー名：SONY、型番：ERS-1000、サイ
ズ：約180×293×305㎜（立ち姿勢：幅×高さ×奥行き
※突起部を除く）、カラー：アイボリーホワイト

内容： 名称：デジタルスチルカメラRX1RII カラー：ブラック
メーカー名：SONY 型番：DSC-RX1RM2
※製品の詳細情報はソニー製品ページをご確認ください。

提供者 ： ソニーマーケティング株式会社 提供者 ： ソニーマーケティング株式会社

デジタル⼀眼カメラα[Eマウント]用レンズ
FE 70-200mm F4 G OSS

デジタル⼀眼カメラα[Eマウント]用レンズ
Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA

寄付金額：524,000円以上 寄付金額：327,000円以上

提供者 ： ソニーマーケティング株式会社 提供者 ： ソニーマーケティング株式会社

レンズ交換式デジタル一眼カメラα™用の交換レンズ
『SEL70200G』クーポン。クーポンの提供となりますので、
商品が届きましたら購入手続き（無料）をしていただく必要
があります。

レンズ交換式デジタル一眼カメラα™用の交換レンズ
『SEL24F18Z』クーポン。クーポンの提供となりますので、
商品が届きましたら購入手続き（無料）をしていただく必要
があります。

内容： 名称：デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズFE 70-
200mm F4 G OSS、カラー：ブラック、メーカー名：
SONY、型番：SEL70200G
※製品の詳細情報はソニー製品ページをご確認ください。

内容： 名称：デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズSonnar
T* E 24mm F1.8 ZA、カラー：ブラック、メーカー名：
SONY、型番：SEL24F18Z
※製品の詳細情報はソニー製品ページをご確認ください。

品切れ中



幸田町おすすめ返礼品

「夢やまびこ豚」定期便 1㎏×4回 ※3ヵ月に1回、合計4回お届けします。

寄付金額：45,000円以上

「えさ」にこだわって育てた豚です。
肉全体は柔らかく、サシが適度に入り、脂に甘みがあ
り、ビタミンＥが豊富。
3ヶ月に1回、合計4回お届けします。
1回目発送は、決済完了後の翌月となります。
内容： 1・3回目 夢やまびこ豚 鍋セット

ロース300g、肩ロース200g、バラ300g、モモ200g
2・4回目 夢やまびこ豚 焼き肉セット
ロース200g、肩ロース200g、バラ300g、ヒレ150g、
⼩間切れ150g
※1回目のみ煙Kemuru芋けんぴ付

提供者 ： 大和屋精肉店、生産者：マルミファーム

空き家の管理業務（空き家の見回り点検）

提供者 ： 公益社団法人シルバー人材センター

空き家の見回り点検（目視）
・建物の外観（屋根、壁、窓、雨どい等の破損等の確認
・植栽、草野繁茂状況等の確認
・シルバーの会員が見回り点検を実施します。
・結果については、点検結果表と写真を送ります。

1回／年 寄附金額：7,000円

2回／年 寄附金額：14,000円

3回／年 寄附金額：20,000円

12回／年 寄附金額：80,000円

お墓の管理業務

提供者 ： 公益社団法人シルバー人材センター

3回／年 寄附金額：20,000円

お墓の掃除（墓掃除、敷地内の草取り等）
・シルバーの会員が見回り点検を実施します。
・掃除の実施前と後の写真を送ります。

1回／年 寄附金額：7,000円

2回／年 寄附金額：14,000円



提供者：うなぎ屋福きたる

提供者：イチトサンブンノイチ

地元ならでは生産者、問屋と連携し新鮮で流通ス
ピードも速く、生きのいい三河一色産鰻をカリッ
と、フワッと蒸し焼き上げ自家製無添加ダレで焼き
上げた蒲焼きを提供出来ます。
自信ある新鮮鰻の蒲焼きです。
■原材料
三河一色うなぎ、うなぎ肝、たまり本醸造、ザラ
メ、酒、たまり本醸造、大豆、食塩、⼩⻨、アル
コール
■保存⽅法
冷凍保存

2尾（150〜200ｇ×2） 寄附金額：18,000円以上

5尾（150〜200ｇ×5） 寄附金額：37,000円以上

楽しい食育と伝統色が学べる「食育教材キット」
2時間で簡単にうどんを作って食べることができる制作
キット「つくろううどん」。
ご家庭や学校で子供たちと「うどん」を通じて作る楽し
み、食べる楽しみを体験できます。
※本返礼品は熱湯や火を取扱います。お子様がご使用の際は大人の⽅が付き添

いをお願いします。

キット内容（4人前分）：うどん粉、出汁パック2袋
塩水、打ち粉、麺棒踏む用のビニール袋、説明書
※ご使用される際はお届けする内容の他に、下記のもの
が必要となります。
 鍋、ボウル、包丁、まな板、はし、キッチンタイ
マー、トング、はさみ、調味料（塩⼩さじ2・砂糖⼩さ
じ1・醤油大さじ1、みりん大さじ1）

寄附金額：12,000円以上

 たのしい食育と伝統食が学べる食育教材キット「つくろううどん」4人前 ★NEW

三河⼀⾊うなぎ蒲焼き  ★NEW

幸田町おすすめ返礼品



提供者 ： 大和屋精肉店

寄付金額：10,000円以上

肉感を重視した、1つ45gの
大きさで食べ応え抜群。
肉は、粗挽きと角切りを合わ
せたものを使用しました。
ゴロゴロとした肉の触感が旨
さを感じさせるおすすめの一
品です。

提供者 ： 大和屋精肉店、生産者：マルミファーム 提供者 ： 大和屋精肉店、生産者：マルミファーム

内容： 肉焼売270g（45g×6個）×2パック 計540g

夢やまびこ豚 大きな焼売

内容：

平 成 22 年 愛 知 県 知 事 賞 受
賞。植物性原料を主体の飼料
を与えて育て大量のビタミン
Eが豊富。そのため保存性に
優れ、いつまでもおいしさが
変わらない幸⽥町で育てられ
た豚肉です。様々な調理⽅法
を試してみてください。

平 成 22 年 愛 知 県 知 事 賞 受
賞。こだわり抜いた「えさ」
で育てられたお肉は、脂が甘
く、ビタミンEが豊富。
コロナ対策の特別支援セット
です。

内容： 幸⽥町産「夢やまびこ豚」ロースかつ（3枚）450g、
肩ローススライス300g、バラスライス300g、
モモスライス650g

内容： 幸⽥町産「夢やまびこ豚」豚ヒレ200g、ロース200g、
バラ200g、⼩間切200g×2パック

寄付金額：14,000円以上 寄付金額：10,000円以上

提供者 ： 大和屋精肉店、生産者：マルミファーム 提供者 ： 大和屋精肉店、生産者：マルミファーム

夢やまびこ豚 詰合せセット １.７㎏ 夢やまびこ豚 コロナ対策特別支援セット １.０㎏

内容： 幸⽥町産「夢やまびこ豚」バラスライス300g、
肩ローススライス200g、ローススライス200g、
ヒレスライス150g、⼩間切150g

内容： 幸⽥町産「夢やまびこ豚」バラスライス300g、
モモスライス200g、ローススライス300g、
肩ローススライス200g

寄付金額：12,000円以上 寄付金額：12,000円以上

平 成 22 年 愛 知 県 知 事 賞 受
賞。こだわり抜いた「えさ」
で育てられたお肉は、脂が甘
く、ビタミンEが豊富。4種
の部位を詰合わせたセットは
焼肉にぴったりです。BBQ
にどうぞ！

平 成 22 年 愛 知 県 知 事 賞 受
賞。こだわり抜いた「えさ」
で育てられたお肉は、脂が甘
く、ビタミンEが豊富。4種
の部位を詰合わせたセットは
寒い時期のお鍋にぴったりで
す。スライス肉なので、鍋以
外でも大活躍！夏にもどう
ぞ！

夢やまびこ豚 焼肉セット １.０㎏ 夢やまびこ豚 鍋セット １.０㎏

幸田町おすすめ返礼品

提供者 ： 大和屋精肉店、生産者：マルミファーム

幸⽥町産「夢やまびこ豚」⼩間切2kg(500g×4袋)、
ミンチ1kg(500g×2袋)、ロースカツ500g、
バラ角切300g

「夢やまびこ豚」モリモリ満足セット3.8㎏

寄付金額：16,000円以上

平 成 22 年 愛 知 県 知 事 賞 受
賞。こだわり抜いた「えさ」
で育てられたお肉は、脂が甘
く、ビタミンＥが豊富。4種
の部位をたっぷりお届け。
様々な料理⽅法を試してみて
ください。



提供者 ： 株式会社 大嶽屋 12個入り 寄附金額：26,000円

8個入り 寄附金額：18,000円 20個入り 寄附金額：42,000円
10個入り 寄附金額：22,000円 30個入り 寄附金額：64,000円

幸⽥町消防本部の署員と、料理研究家の
⻑⽥絢さんとのコラボレーションで誕生
した幸⽥町のレトルトカレー！幸⽥町特
産のやまびこ豚と筆柿のジャムを配合。
冷めてもおいしいのでお弁当などにも
ピッタリです！⼩⻨粉を使用せずヘル
シーに仕上げてあるのもポイントです！

内容： 幸⽥消防カレー1箱1食（箱入）200g

6個入り 寄附金額：14,000円 16個入り 寄附金額：34,000円

幸田消防カレー

提供者 ： 平岩農園 提供者 ： 有限会社 アイワ技研

水と空気の澄んだ幸⽥町の土
地で育てられたおいしいお米
です。「栄養週期栽培」とい
う成⻑に合わせて栄養素を変
えて与えていく手間のかかっ
た栽培法なので、栄養と旨み
がたっぷりのお米に仕上がっ
ています。

幸⽥町北部のきれいな水と農
家さんの愛情で育った幸せな
お米（あいちのかおり）を皆
さんに届けたい。
パッケージは地元を愛するデ
ザイナーが骨の髄まで幸せに
なるをテーマにユニークなロ
ゴを作ってくれました。

内容： 精米5㎏×1袋 内容： 幸⽥町産米「あいちのかおり」
280g×2本（オリジナルパッケージのガラスの瓶入り）

寄付金額：13,000円以上 寄付金額：13,000円以上

提供者 ： 平岩農園 提供者 ： 平岩農園

幸田町産「栄養週期栽培米」コシヒカリ ５㎏ 嗚呼 幸せと愛の米

内容： 精米5㎏×1袋 内容： 精米10㎏×1袋

寄付金額：9,000円以上 寄付金額：12,000円以上

水と空気の澄んだ幸⽥町の土
地で育てられたおいしいお米
です。「栄養週期栽培」とい
う成⻑に合わせて栄養素を変
えて与えていく手間のかかっ
た栽培法なので、栄養と旨み
がたっぷりのお米に仕上がっ
ています。

水と空気の澄んだ幸⽥町の土
地で育てられたおいしいお米
です。「栄養週期栽培」とい
う成⻑に合わせて栄養素を変
えて与えていく手間のかかっ
た栽培法なので、栄養と旨み
がたっぷりのお米に仕上がっ
ています。

幸田町産 「栄養週期栽培米」あいちのかおり ５㎏ 幸田町産 「栄養週期栽培米」あいちのかおり １０㎏

幸田町おすすめ返礼品

品切れ中



提供者 ： あいち三河農業協同組合 提供者 ： あいち三河農業協同組合

幸⽥町で丹精こめて栽培され
た「ぶどう」です。
極力農薬を減らし有機肥料で
育てられた安全・安心で美味
しい巨峰です。
※品切れの場合は御容赦くだ
さい。

幸⽥町で丹精こめてハウス栽
培された「ぶどう」です。
極力農薬を減らし有機肥料で
育てられた安全・安心で美味
しい巨峰です。
※品切れの場合は御容赦くだ
さい。

内容： 種なし巨峰4房・シャインマスカット2房 合計6房（350ｇ
×6ﾊﾟｯｸ）、8月中旬より9月下旬の間に順次発送 。生育状
況により内容量等が異なることがあります。

内容： ハウス栽培種なし巨峰2房、ハウス栽培シャインマスカット
１房 7月中旬から8月上旬の間に順次発送。生育状況によ
り内容量が異なることがあります。

寄付金額：17,000円以上 寄付金額：14,000円以上

提供者 ： あいち三河農業協同組合 提供者 ： あいち三河農業協同組合

幸田町産「旬のぶどう」２種類詰合せ
（6月上旬〜8月上旬頃まで）※数量限定

幸田町産「ハウス栽培旬のぶどう」２種類詰合せ
（6月上旬〜7月上旬頃まで）※数量限定

幸⽥町で丹精こめて栽培され
た「温室（ハウス）桃」で
す。極力農薬を減らし有機肥
料で育てられた安全・安心で
美味しい桃です。
※品切れの場合は御容赦くだ
さい。

幸⽥町で丹精こめて露地栽培
された「桃」です。極力農薬
を減らし有機肥料で育てられ
た安全・安心で美味しい桃で
す。
※品切れの場合は御容赦くだ
さい。

内容： 幸⽥町産「温室（ハウス）桃」（日川白鳳・白鳳等）1.0㎏
（5〜6⽟）、6月中旬から下旬までの間に順次発送。生育状
況により内容量、品種が異なることがあります。

内容： 幸⽥町産「桃」（日川白鳳・白鳳等）3㎏（12⽟）、6月下
旬から7月下旬までの間に順次発送。生育状況により内容
量、品種が異なることがあります。

寄付金額：13,000円以上 寄付金額：18,000円以上

提供者 ： あいち三河農業協同組合 提供者 ： あいち三河農業協同組合

幸田町産「温室（ハウス）桃」１㎏
（5月初旬〜6月上旬頃まで）※数量限定

幸田町産「桃」３㎏
（6月上旬〜6月下旬頃まで）※数量限定

内容： 精米10㎏×1袋 期間限定の受付となります。
11月中に順次発送予定
※品切れの場合は御容赦ください。

内容： 幸⽥町特産「とげなし温室なす（とげなし美茄子）」たっ
ぷり5㎏段ボール箱にてお届けします。11月中に順次発送予
定 ※品切れの場合は御容赦ください。

寄付金額：16,000円以上 寄付金額：14,000円以上

幸⽥町で作られた新米を期間
限定でお届けします。香りの
良さに加え程よい甘さが特徴
で、多くの品種の中でも大粒
で食べ応えがあります。冷え
ても美味しいお米で、おにぎ
りやお寿司にもぴったり。

「とげなし美茄子」の特徴
は、ヘタや茎、葉のどこにも
トゲがなく、皮のツヤやハリ
が見事で、ビーナスの名の通
りの美しさです。さらに通常
の茄子よりもしなびにくく日
持ちが良いという特徴があり
ます。

「あいちのかおり」１０㎏
（5月頃から申込み受付）※数量限定

幸田町産「とげなし美茄子」５㎏
（5月頃から申込み受付）※数量限定

幸田町おすすめ返礼品 ※数量限定の返礼品は、幸⽥町へお問い合わせの上、お申し込みください。



提供者 ： 平岩農園 提供者 ： マルトシ梨園

農薬散布を0回または多くと
も1回に抑えた稀少なぶどう
です。 ジベレリンホルモン
も一切使用せず、動物性化学
肥料や除草剤も使用せずに育
てるので体にとても優しいで
す。大切に育て上げたぶどう
は旨みと甘みがたっぷり。

幸⽥町桐山の傾斜地で極力農
薬を減らし有機肥料を使用
し、梨ひとつひとつに十分に
日が当たる余裕を持った栽培
をしています。安全・安心、
梨ひとつずつ袋を被せた大⽟
でおいしい梨です。

内容： その時期に一番美味しい品種（3種程度）の詰合せ8月中旬
から順次発送※北海道・沖縄・離島への発送不可
※品切れの場合は御容赦ください。

内容： 「新高梨」3.5kg以上4〜5⽟、9月下旬より順次発送
※北海道、沖縄、離島への発送不可
※品切れの場合は御容赦ください。

寄付金額：13,000円以上 寄付金額：11,000円以上

提供者 ： あいち三河農業協同組合 提供者 ： あいち三河農業協同組合

幸田町産 「体に優しい純粋ぶどう」旬の詰め合わせ
※数量限定

幸田町産「新高梨」 ３.５kg以上 箱入り
※数量限定

幸⽥町で丹精こめて栽培され
た「梨」です。極力農薬を減
らし有機肥料で育てひとつひ
とつ被せ大事に育てられた安
全・安心で美味しい梨です。
その中でも厳選して大⽟をご
用意します。※品切れの場合
は御容赦ください。

幸⽥町特産『筆柿』は、大変
珍しい柿。１樹で甘柿と渋柿
が生る「不完全甘柿」という
品種で、甘柿と渋柿を選別し
て全国へ出荷しています。他
の柿と比べとても糖度のある
おいしい柿です。※品切れの
場合は御容赦ください。

内容： 幸⽥町産「梨」（幸水、豊水、新興等）5㎏10〜12個、
8月中旬より9月下旬の間に順次発送。
生育状況により内容量、品種が異なることがあります

内容： 幸⽥町特産「筆柿」を贈答品にも最適な３㎏化粧箱にてお
届けします。
9月下旬より10月中旬の間に順次発送

寄付金額：16,000円以上 寄付金額：13,000円以上

提供者 ： あいち三河農業協同組合 提供者 ： あいち三河農業協同組合

幸田町産「梨」５㎏
（5月上旬〜8月上旬頃まで）※数量限定

幸田町特産「筆柿」３㎏化粧箱
（5月上旬〜10月上旬頃まで）※数量限定

内容： 「温室（ハウス）みかん」（グリーンハウス）2㎏化粧箱、
7月下旬より8月中旬の間に順次発送。
生育状況により内容量が異なることがあります。

内容： 「温室（ハウス）みかん」（グリーンハウス）5㎏、7月下
旬より8月中旬の間に順次発送生。
育状況により内容量が異なることがあります。

寄付金額：13,000円以上 寄付金額：16,000円以上

幸⽥町で丹精こめて栽培され
た「温室（ハウス）みかん」
です。極力農薬を減らし有機
肥料で育てられた安全・安心
で美味しいみかんです。化粧
箱入りでお届けします。
※品切れの場合は御容赦くだ
さい。

幸⽥町で丹精こめて栽培され
た「温室（ハウス）みかん」
です。極力農薬を減らし有機
肥料で育てられた安全・安心
で美味しいみかんです。
※品切れの場合は御容赦くだ
さい。

幸田町産「温室（ハウス）みかん」２㎏化粧箱
（5月上旬〜8月上旬頃まで）※数量限定

幸田町産「温室（ハウス）みかん」５㎏
（5月上旬〜8月上旬頃まで）※数量限定

幸田町おすすめ返礼品 ※数量限定の返礼品は、幸⽥町へお問い合わせの上、お申し込みください。



提供者 ： 轟醸造株式会社 提供者 ： 轟醸造株式会社

遠望峰（とぼね）山の清水か
ら醸造され、洗練された味と
食通から称賛される焼酎を4
本飲み比べていただけます。
お好みの飲み⽅でお楽しみく
ださい。

遠望峰（とぼね）山の清水か
ら醸造され、洗練された味と
食通から称賛される代表的な
焼酎の２本セット。「とどろ
きだるま」は、くせのない焼
酎で果汁等で割ってお楽しみ
いただけます。

内容： とどろきだるま 25％600ｍｌ（焼酎甲類）×１
彦左しょうちゅう 25％720ｍｌ（焼酎甲類乙類混和）×１
彦左しょうちゅう⻨ 25％720ｍｌ（焼酎甲類乙類混和）×１
彦左しょうちゅう芋 25％720ｍｌ（焼酎甲類乙類混和）×１

内容： とどろきだるま 25％1.8L（焼酎甲類）×１
彦左しょうちゅう 25％1.8L（焼酎甲類乙類混和）×１

寄付金額：14,000円以上 寄付金額：13,000円以上

提供者 ： 道の駅 筆柿の里幸⽥ 提供者 ： 道の駅 筆柿の里幸⽥

彦左しょうちゅう飲み比べセット 焼酎飲み比べセット

全国シェアNo１を誇る幸⽥
町特産の「筆柿」を使用して
作った加⼯品をたっぷり詰め
合わせお届けします。どれも
「道の駅筆柿の里幸⽥」でし
か手に入れることができない
オリジナル商品になります。

幸⽥町産の新鮮な果物や野菜
の素材をいかしたシャーベッ
ト・ジェラートの贅沢な10
個詰合せセット。筆柿、いち
ご、桃、梨を始め、なす、た
けのこ等他では味わうことが
できない「道の駅筆柿の里幸
⽥」オリジナル商品です。

内容： 筆柿ロール×１、筆柿ようかん×１、筆柿ドライフルーツ
×1、筆柿ゼリー×２、果肉入り筆柿ゼリー×２、筆柿大饅
頭×１、筆柿とらかわ×１

内容： １０個詰め合わせ内容は、季節によって異なります。
何が届くかはお楽しみ♪

寄付金額：14,000円以上 寄付金額：14,000円以上

提供者 ： 三州フルーツ⼯房 提供者 ： 三州フルーツ⼯房

幸田町特産 筆柿加工品詰合せ
幸田町産農産物で作ったシャーベット・ジェラート
(10個)お楽しみセット

内容： 1箱 12⽟入り7月中旬から順次発送
※北海道・沖縄・離島への発送不可
※品切れの場合は御容赦ください。

内容： 1箱 12⽟入り5月上旬から順次発送
※北海道・沖縄・離島への発送不可
※品切れの場合は御容赦ください。

寄付金額：12,000円以上 寄付金額：20,000円以上

完熟したいちじくは傷みやす
く、店頭で扱うのが非常に難
しく、市場に出回らない逸
品。なんとかこの一番美味し
いいちじくを食べてもらいた
くて、包装資材を⼯夫し、お
届けすることができるように
なりました！

完熟したいちじくは傷みやす
く、店頭で扱うのが非常に難
しく、市場に出回らない逸
品。なんとかこの一番美味し
いいちじくを食べてもらいた
くて、包装資材を⼯夫し、お
届けすることができるように
なりました！

幸田町産 「超熟いちじく」
※数量限定

幸田町産 「超熟いちじく」（幸田町産ハウス栽培）
※数量限定

幸田町おすすめ返礼品 ※数量限定の返礼品は、幸⽥町へお問い合わせの上、お申し込みください。



幸田町おすすめ返礼品

幸田町産原料 純米吟醸原酒とワイン(赤・白)の3本セット 幸田町産ぶどう使用 Sakazakiワイン2種詰め合わせ

内容： 純米吟醸原酒「下⽥」720ml×1   Sakazakiワイン(赤・カベ
ルネ・ソーヴィニヨン)樽熟成720ml×1
Sakazakiワイン(白・セミヨン)720ml×1

内容： Sakazakiワイン(赤・カベルネ・ソーヴィニヨン)樽熟成
720ml×1
Sakazakiワイン(白・セミヨン)720ml×1

寄付金額：35,000円以上 寄付金額：32,000円以上

幸⽥町で特に水と空気のきれ
いな下⽥地区で ミネラル豊
富な山の湧水で育てた優良酒
米を使用した華やかな香りと
芳醇な味わいの「下⽥」と、
やや辛口ですっきりとした味
わいの「 Sakazakiワイ ン」
のセット。

幸⽥町産の純粋なぶどうを使
用したすっきりとした味わい
の日本ワイン。赤は、ｶﾍﾞﾙﾈ
ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝを樽熟成させた樽香
のバランスの良いワイン。白
は、ﾏｽｶｯﾄｵﾌﾞｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾘｱを使
用したﾏｽｶｯﾄ特有のまろやか
な風味のワイン。

提供者 ： 平岩農園 提供者 ： 平岩農園

幸田町産ぶどう使用100％ジュース2種詰め合わせ
無添加 無糖 無加水

幸田町産ぶどう使用100%ジュース6本詰め合わせ
無添加 無糖 無加水

寄付金額：19,000円以上 寄付金額：19,000円以上

ジュースに使う葡萄は、農薬
散布を0回または多くとも1
回に抑え、ジベレリンホルモ
ンも一切不使用のため安心・
安全です。添加物や水、砂糖
も加えず、ぶどうをそのまま
皮ごと絞った100％ジュース
です。

幸⽥町産ぶどう使用（農薬散
布0〜1回、ホルモン剤不使
用の種ぶどう）すっきりとし
た 甘 味 で や さ し い ぶ ど う
ジュースです。
※セミヨンジュースが品切れ
の 際 に は 5 種 6 本 に な り ま
す。

内容： ぶどうジュース(巨峰ベリーA)720ml
ぶどうジュース(甲斐路)720ml

内容： 180ml×6本（巨峰ジュース、デラウェアジュース、甲斐路
ジュース、ベリーAジュース、セミヨンジュース、ナイアガ
ラジュース）

提供者 ： 平岩農園 提供者 ： 平岩農園

燻製芋けんぴ 燻製芋けんぴと燻製無塩ミックスナッツ 2点セット

寄付金額：4,000円以上 寄付金額：6,000円以上

提供者 ： 燻 Kemuru 提供者 ： 燻 Kemuru

紅茶葉とくるみのチップで燻
製をすることで紅茶の渋み燻
製の香りで大人の味わいにな
りました。

無塩ナッツを蜂蜜に漬けて
ヨーグルト、パンにも・・・
蜂蜜にも燻製の香りが！

内容： 燻製芋けんぴ 100g 内容： 無塩ミックスナッツ100g（くるみ、アーモンド、カシュー
ナッツ）、燻製芋けんぴ100g



幸田町おすすめ返礼品

燻製ナッツと燻製芋けんぴ 3点セット 燻製ナッツ 4点セット

内容： 無塩ミックスナッツ100g（くるみ、アーモンド、カシュー
ナッツ）、有塩ピスタチオ100g、燻製芋けんぴ100g

内容： 無塩ミックスナッツ100g（くるみ、アーモンド、カシューナッ
ツ）、有塩ミックスナッツ100g（アーモンド、カシューナッツ、
落花生）、有塩カシューナッツ100g、有塩ピスタチオ100g

寄付金額：8,000円以上 寄付金額：10,000円以上

人気の芋けんぴとナッツのお
手頃商品。スモークチップ
も、さくら、くるみ、ウィス
キーオークと香りも違いま
す。

無塩ミックスナッツ（さく
ら）、有塩ナッツ（ウィス
キーオーク）。洋酒、ロゼワ
イン、ビールの肴のセットで
す。ウィスキーオークは30
年以上のウィスキーの樽のス
モークチップで、洋酒の甘い
香りが塩味に合います。

提供者 ： 燻 Kemuru 提供者 ： 燻 Kemuru

燻製ナッツと燻製芋けんぴ 5点セット 高品質なスペシャルティコーヒードリップバック 20個

寄付金額：12,000円以上 寄付金額：14,000円以上

人気の芋けんぴ、ナッツの
セットです。酒の肴、おやつ
にどうぞ。家族みんなで楽し
んでお召し上がりください。

高品質なスペシャルティコー
ヒーの中でもトップクオリ
ティな素材を使用し、ドイツ
製の焙煎機で素材本来の風味
を引き出した焙煎を行ってお
ります。

内容： 無塩ミックスナッツ100g（くるみ、アーモンド、カシューナッツ）、有塩
ミックスナッツ100g（アーモンド、カシューナッツ、落花生）、有塩カ
シューナッツ100g、有塩ピスタチオ100g、燻製芋けんぴ100g

内容： 高品質なスペシャルティコーヒードリップバック（品評会
入賞豆又は稀少豆）10個、オリジナルブレンド10個

提供者 ： 燻 Kemuru 提供者 ： ROLE COFFEE

ドリップバックコーヒー 5個 ドリップバックコーヒー＆焼き菓子セット

寄付金額：4,000円以上 寄付金額：5,000円以上

提供者 ： ROLE COFFEE 提供者 ： ROLE COFFEE

トップクオリティのスペシャ
ルティコーヒーのみをブレン
ドし、バランス良く仕上げま
した。
ブレンドの内容は時期により
異なります。

マイカップにセットしてお湯
を注ぐだけの手軽で美味しい
ドリップコーヒーとコーヒー
に合う焼き菓子をセットにし
ました。素材本来の味わいを
お楽しみください。

内容： ドリップバックコーヒー（シーズナルブレンド）5個 内容： ドリップパックコーヒー2個、焼き菓子2個（フィナン
シェ、マドレーヌ）



提供者 ： ROLE COFFEE

提供者 ： ROLE COFFEE 提供者 ： ROLE COFFEE

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーを100%使用し
たオリジナルブレンドを毎月
（3ヶ月間）お届け。毎日飲
みたくなる味わい、温かいと
きから冷めたときまで美味し
く味わえるように素材の選定
からブレンド配合率を調整し
ております。
＊ブレンド内容は予告なく変更すること

があります。

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーを100%使用し
たオリジナルブレンドです。
毎日飲みたくなる味わい、温
かいときから冷めたときまで
美味しく味わえるように素材
の選定からブレンド配合率を
調整しております。
＊ブレンド内容は予告なく変更すること
があります。

内容： 当店が厳選したスペシャルティコーヒーを100%使用
【1回あたりの内容量】500g
※ご入金確認後、翌月より毎月1回（合計3回）お届けします。

内容：

内容： 内容：

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーを100%使用し
たオリジナルブレンドで
す。毎日飲みたくなる味わ
い、温かいときから冷めた
ときまで美味しく味わえる
ように素材の選定からブレ
ンド配合率を調整しており
ます。
＊ブレンド内容は予告なく変更するこ

とがあります。

提供者 ：

提供者 ：

当店が厳選したスペシャルティコーヒーを100%使用
オリジナルブレンド 1kg（粉）

ROLE COFFEE

スペシャルティコーヒー（シングルオリジン）粉100g2袋＋1杯
専用コーヒーフィルター20枚入り
【内訳】・イルガチェフェ コンガ Dark 100g・ドニャ イレアナ
100g・円すい型ドリップフィルター20枚

ROLE COFFEE

幸田町おすすめ返礼品

コーヒー豆＆フィルター付き お試し スターターセット
★NEW

コーヒー粉＆フィルター付き お試し スターターセット ★
NEW

コーヒー豆 1kg（豆）オリジナルブレンド業務用珈琲専門
店の味  ★NEW

コーヒー豆 500g（豆）オリジナルブレンド業務用珈琲専門
店の味 スペシャルティコーヒー ★NEW

寄付金額：10,000円以上 寄付金額：10,000円以上

お店の味をもっと手軽に楽し
める。器具を持ってなくても
簡単、美味しい。自分だけの
特別な一杯を淹れてみたい。
を叶えます。
当店厳選のスペシャルティ
コーヒーと1杯専用フィル
ターをセットしたお試しス
ターターセットです。

お店の味をもっと手軽に楽し
める。器具を持ってなくても
簡単、美味しい。自分だけの
特別な一杯を淹れてみたい。
を叶えます。
当店厳選のスペシャルティ
コーヒーと1杯専用フィル
ターをセットしたお試しス
ターターセットです。

提供者 ： ROLE COFFEE

スペシャルティコーヒー（シングルオリジン）豆100g2袋＋
1杯専用コーヒーフィルター20枚入り
【内訳】・イルガチェフェ コンガ Dark 100g・ドニャ イレ
アナ 100g・円すい型ドリップフィルター20枚

寄付金額：15,000円以上 寄付金額：10,000円以上

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーを100%使用し
たオリジナルブレンドです。
毎日飲みたくなる味わい、温
かいときから冷めたときまで
美味しく味わえるように素材
の選定からブレンド配合率を
調整しております。
＊ブレンド内容は予告なく変更すること

があります。

内容： 当店が厳選したスペシャルティコーヒーを100%使用
オリジナルブレンド 1kg（豆）

内容： 当店が厳選したスペシャルティコーヒーを100%使用
オリジナルブレンド 500g（豆）

コーヒー豆 1kg（粉）オリジナルブレンド業務用珈琲専門
店の味 スペシャルティコーヒー ★NEW

【3ヶ月定期便】コーヒー豆 500g（豆）オリジナルブレンド業務
用珈琲専門店の味 スペシャルティコーヒー★NEW

寄付金額：30,000円以上 寄付金額：15,000円以上
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コーヒー豆 500g（粉）オリジナルブレンド業務用珈琲専
門店の味 スペシャルティコーヒー★NEW

【3ヶ月定期便】コーヒー豆 500g（粉）オリジナルブレンド業務
用珈琲専門店の味 スペシャルティコーヒー★NEW

内容： 当店が厳選したスペシャルティコーヒーを100%使用
オリジナルブレンド 500g（粉）

内容： 当店が厳選したスペシャルティコーヒーを100%使用
【1回あたりの内容量】500g
※ご入金確認後、翌月より毎月1回（合計3回）お届けします。

寄付金額：10,000円以上 寄付金額：30,000円以上

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーを100%使用し
た オ リ ジ ナ ル ブ レ ン ド で
す。
毎日飲みたくなる味わい、
温かいときから冷めたとき
まで美味しく味わえるよう
に素材の選定からブレンド
配 合 率 を 調 整 し て お り ま
す。
＊ブレンド内容は予告なく変更すること

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーを100%使用し
たオリジナルブレンドを毎
月（3ヶ月間）お届け。毎日
飲みたくなる味わい、温か
いときから冷めたときまで
美味しく味わえるように素
材の選定からブレンド配合
率を調整しております。＊ブ
レンド内容は予告なく変更することがあ
ります。

提供者 ： ROLE COFFEE 提供者 ： ROLE COFFEE

コーヒー豆 60g×3種（豆）シングルオリジンお試しセッ
ト スペシャルティコーヒー 飲み比べ★NEW

コーヒー豆 60g×3種（粉）シングルオリジンお試しセッ
ト スペシャルティコーヒー 飲み比べ★NEW

寄付金額：8,000以上 寄付金額：8,000円以上

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーをシングルオ
リジン（単一農園）でお届
けします。
スペシャルティコーヒーの
魅 力 の 一 つ で も あ る “テ ロ
ワール”が生み出す味わいを
お楽しみください。

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーをシングルオ
リジン（単一農園）でお届
けします。
スペシャルティコーヒーの
魅 力 の 一 つ で も あ る “テ ロ
ワール”が生み出す味わいを
お楽しみください。

内容： 当店が厳選したスペシャルティコーヒーのシングルオリジン（単一農園）
飲み比べセット
シングルオリジン(単一農園)60g（豆）を3種類【内訳】・ドニャ イレアナ
60g・ラ シラ 60g・イルガチェフェ コンガ Light 60g

内容： 当店が厳選したスペシャルティコーヒーのシングルオリジン（単一農園）
飲み比べセット
シングルオリジン(単一農園)60g（粉）を3種類【内訳】・ドニャ イレアナ
60g・ラ シラ 60g・イルガチェフェ コンガ Light 60g

提供者 ： ROLE COFFEE 提供者 ： ROLE COFFEE

コーヒー豆 100g×3種（豆）シングルオリジンお試しセッ
ト スペシャルティコーヒー 飲み比べ★NEW

コーヒー豆 100g×3種（粉）シングルオリジンお試しセッ
ト スペシャルティコーヒー 飲み比べ★NEW

寄付金額：10,000円以上 寄付金額：10,000円以上

提供者 ： ROLE COFFEE 提供者 ： ROLE COFFEE

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーをシングルオ
リジン（単一農園）でお届
けします。
スペシャルティコーヒーの
魅 力 の 一 つ で も あ る “テ ロ
ワール”が生み出す味わいを
お楽しみください。

当店が厳選したスペシャル
ティコーヒーをシングルオ
リジン（単一農園）でお届
けします。
スペシャルティコーヒーの
魅 力 の 一 つ で も あ る “テ ロ
ワール”が生み出す味わいを
お楽しみください。

内容： 当店が厳選したスペシャルティコーヒーのシングルオリジン（単一農園）
飲み比べセット
シングルオリジン(単一農園)100g（豆）を3種類【内訳】・ドニャ イレアナ
100g・ラ シラ 100g・イルガチェフェ コンガ Light 100g

内容： 当店が厳選したスペシャルティコーヒーのシングルオリジン（単一農園）
飲み比べセット
シングルオリジン(単一農園)100g（粉）を3種類【内訳】・ドニャ イレアナ
100g・ラ シラ 100g・イルガチェフェ コンガ Light 100g
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コーヒー豆＆フィルター付き お試し スターターセット（豆250g2
袋＋1杯専用コーヒーフィルター40枚入り）★NEW

コーヒー粉＆フィルター付き お試し スターターセット（粉250g2
袋＋1杯専用コーヒーフィルター40枚入り）★NEW

内容： スペシャルティコーヒー（シングルオリジン）豆250g2袋＋1杯専用コー
ヒーフィルター40枚入り【内訳】・イルガチェフェ コンガ Dark 250g・ド
ニャ イレアナ 250g・円すい型ドリップフィルター20枚×2

内容： スペシャルティコーヒー（シングルオリジン）粉250g2袋＋1杯専用コー
ヒーフィルター40枚入り【内訳】・イルガチェフェ コンガ Dark 250g・ド
ニャ イレアナ 250g・円すい型ドリップフィルター20枚×2

寄付金額：16,000円以上 寄付金額：16,000円以上

お店の味をもっと手軽に楽し
める。器具を持ってなくても
簡単、美味しい。
自分だけの特別な一杯を淹れ
てみたい。を叶えます。
当店厳選のスペシャルティ
コーヒー（シングルオリジ
ン）250g2袋と1杯専用フィ
ルター40枚をセットしたス
ターターセットです。

お店の味をもっと手軽に楽し
める。器具を持ってなくても
簡単、美味しい。自分だけの
特別な一杯を淹れてみたい。
を叶えます。
当店厳選のスペシャルティ
コーヒー（シングルオリジ
ン）250g2袋と1杯専用フィ
ルター40枚をセットしたス
ターターセットです。

提供者 ： ROLE COFFEE 提供者 ： ROLE COFFEE

アイスコーヒー リキッド 1000ｍl×3本入り 合計3L
★NEW

【3ヶ月定期便】アイスコーヒー リキッド 1000ｍl×3本入
り 合計9L★NEW

寄附金額：11,000円 寄附金額：32,000円

当店が厳選したスペシャル
テ ィ コ ー ヒ ー を 100% 使 用
し、フレッシュな美味しさを
ギュッと詰めた無添加のアイ
スコーヒーリキッドです。
スペシャルティコーヒーの美
味しさを注ぐだけでお手軽に
お楽しみいただけます。

当店が厳選したスペシャル
テ ィ コ ー ヒ ー を 100% 使 用
し、フレッシュな美味しさを
ギュッと詰めた無添加のアイ
スコーヒーリキッドを毎月お
届けします。
スペシャルティコーヒーの美
味しさを注ぐだけでお手軽に
お楽しみいただけます。

内容： アイスコーヒー リキッド 1000ｍl×3本 内容： 【1回あたりの内容量】
アイスコーヒー リキッド 1000ｍl×3本
※ご入金確認後、翌月より毎月1回(合計3回)お届けします。

提供者： ROLE COFFEE 提供者： ROLE COFFEE

アイスコーヒー リキッド 1000ｍl×12本入り 合計12L★NEW

寄附金額：32,000円

当店が厳選したスペシャル
テ ィ コ ー ヒ ー を 100% 使 用
し、フレッシュな美味しさを
ギュッと詰めた無添加のアイ
スコーヒーリキッドです。
スペシャルティコーヒーの美
味しさを注ぐだけでお手軽に
お楽しみいただけます。

内容： アイスコーヒー リキッド 1000ｍl×12本

提供者： ROLE COFFEE

品切れ中



自家焙煎 素焼きのアーモン
ド。ビタミン E・オレイン
酸・食物繊維を豊富に含む
アーモンド。無塩ローストの
ため塩分を気にせずに食べる
ことができます。
食物繊維でおなかすっきり、
1粒1粒よく噛んで食べるの
がおすすめ！

寄付金額：5,000円以上

提供者 ： 株式会社kinomi
内容： 自家焙煎素焼きアーモンド800g(400g×2）

内容： りんご飴『ぽっぷる』×3個
DIPフルーツ（レモンピール）25g×1個
DIPフルーツ（オレンジピール）30g×1個

提供者 ： 株式会社なっぷる

【ポスト投函】自家焙煎素焼きアーモンド800g(400g×2)

一口サイズにカットしたりん
ご飴をDIPするトッピングの
セット。香り高い果皮ごと密
付けをしたウエットタイプの
『オレンジピール』と酸味ほ
のかな香りでさわやかな味を
楽しめるドライタイプの『レ
モンピール』の2種類です。

寄付金額：10,000円以上

提供者 ： 株式会社なっぷる 提供者 ： 株式会社なっぷる

りんご飴『ぽっぷる』＆DIPフルーツセット
 ※期間・数量限定

内容： りんご飴『ぽっぷる』×3個 内容： りんご飴『ぽっぷる』×2個
すりおろしりんごジュース180ml×1本

寄付金額：9,000円以上 寄付金額：9,000円以上

⻑野県松川町の葉とらず栽培
で樹上完熟させたりんごを使
用。旬の時期に収穫した産地
直送の美味しいりんごと、り
んごをそのまま絞った果汁
100％のストレートジュース
で作った飴で包んだ、りんご
づくしのりんご飴。

りんご飴に使用しているりん
ごジュースのセット。
りんごジュースは、りんご農
家こだわりの果肉たっぷりの
『すりおろしりんご』です。
旬のおいしさそのままの、り
んごづくしのセットをぜひご
堪能ください。

りんご飴『ぽっぷる』  ※期間・数量限定
りんご飴『ぽっぷる』＆おろしりんごジュースセット
 ※期間・数量限定

幸田町おすすめ返礼品



㈱鈴木化学⼯業所、Raconte KONDO

内容 ：

提供者 ： Raconte KONDO 提供者 ： Raconte KONDO

お祝い・贈り物に最適な急須と人気のハーブティー
２種をセットにしました！
■十年急須
耐久10年10万ｋｍの自動車技術から生まれた、軽く
て割れないモダン急須。
■ハーブティー詰め合わせ
人気のハーブティー2種
「Beauty」「Diet&Detox」の詰め合わせ

幸田町おすすめ返礼品

ハーブティー定期便（茶葉／ティーパック）
※茶葉又はティーパックのどちらかをお選びください。

ハーブティー定期便 ミニサイズ（茶葉／ティーパック）

※茶葉又はティーパックのどちらかをお選びください。

内容： 茶葉 70g(約35杯分)×12月 又は ティーパック 30包×12
月。賞味期限は約1年。

内容： 茶葉 24g(約12杯分)×12月 又は ティーパック 10包×12
月。賞味期限は約1年。

寄付金額：130,000円以上 寄付金額：68,000円以上

毎月わくわくする気持ちを大
事にする定期便サービス。ソ
ムリエが自信を持ってブレン
ドします。
しっかりと味を抽出できる茶
葉タイプとお手軽なティー
パックタイプが選べます。

毎月わくわくする気持ちを大
事にする定期便サービス。ソ
ムリエが自信を持ってブレン
ドします。
しっかりと味を抽出できる茶
葉タイプとお手軽なティー
パックタイプが選べます。

提供者 ： Raconte KONDO 提供者 ： Raconte KONDO

ハーブティー 詰め合わせ ハーブティーリラックスブレンド

寄付金額：15,000円以上 寄付金額：4,000〜7,000円以上

ハ ー ブ テ ィ ー 2 種 詰 め 合 わ
せ。

ほんのりとレモンの風味と、
エルダーフラワーの甘味が美
味しいブレンド。リラックス
タイムにお飲み下さい。
原材料：レモングラス、エル
ダーフラワー、ルイボス

内容： 内容等：40g(約20杯分)×2種類(Beauty/Diet&Detox)
「Beauty」：ローズ、ローズヒップ、アップルピール、ハ
イビスカス、ベルベーヌ
「Diet&Detox」：ダンディライオン、マルベリー、ネト
ル、エルダーフラワー

14g(7杯分)

24g(12杯分)

30g(15杯分)

36g(18杯分)

寄附金額：4,000円

寄附金額：5,000円

寄附金額：6,000円

寄附金額：7,000円

十年急須 ハーブティー詰め合わせセット（㈱鈴木化学工業所×Raconte KONDO）
※十年急須の⾊は 乳白⾊、瑠璃⾊、紅緋⾊、若草⾊、翡翠⾊、紫紺⾊ の中から１⾊お選びください。
寄付金額：24,000円以上

提供者 ：

十年急須×1（茶こし付）
「Beauty」茶葉20g
「Diet&Detox」茶葉20g



幸田町おすすめ返礼品(momochami bread)

自家製酵⺟で作ったハードパンとベーグル

寄付金額：12,000円以上

グリーンレーズンやライ⻨から起こした自家製酵⺟を使
い、時間をかけてうまみを引き出し、丁寧に作られたパ
ンです。食パン生地やカンパーニュ生地、リュスティッ
ク生地など色々楽しめるセットになっています。

内容： フルーツアーモンド×1、カンパーニュ×1/2、オー
ガニックいちじくパン×1、ベリーとレモンのカン
パーニュ×1、チョコとあづきのリュスティック×
1、プレーンベーグル×1、アールグレイとオレンジ
ベーグル×1、りんごといちじくとクルミの雑穀ベー
グル×1、抹茶のクリームチーズあんベーグル×1

提供者 ： momochami bread

自家製酵⺟で作った食パン たべくらべセット

寄付金額：12,000円以上

グリーンレーズンやライ⻨から起こした自家製酵⺟
でパンを作っています。その酵⺟を使って手間暇か
けて作った食パンはボリューム満点！レーズンたっ
ぷりのレーズン雑穀食パン、2種類のチーズがたくさ
んはいったチーズ食パン、チョコチップがぎっしり
のチョコ食パンの個性のある3種類の食パンを是非食
べてみてください。

内容： レーズン食パン650g
チーズ食パン560g
チョコ食パン650g

提供者 ： momochami bread

手作り自家製酵⺟で作ったドライフルーツシュトーレン＆全粒粉100％クッキー ※2022年11月初旬以降発送予定※

寄付金額：12,000円以上

グリーンレーズンから作った自家製酵⺟でパンを焼いて
います。その酵⺟を使って手間暇かけて作り上げたドラ
イフルーツたっぷりのシュトーレンです。クリスマス時
期限定のシュトーレンはドイツの伝統菓子。その濃厚な
味わいをお楽しみください。
※2022年12月20日入金確認分までを特に御希望のない
限り、年内発送とします。

内容： ドライフルーツシュトーレン×1個
全粒粉100％クッキー×5枚（1袋）

提供者 ： momochami bread



幸田町おすすめ返礼品(momochami bread、平岩ファーム、㈱鈴木化学工業所)

ナッツたっぷり濃厚ブラウニーケーキ

寄付金額：10,000円以上

濃厚なチョコブラウニーの上にナッツやクッキーがたっ
ぷり♪冷やして食べるとギュッとずっしり！室温に戻し
て食べるとほろほろケーキのような味わい！！一つ一つ
手作りしたブラウニーは直径約21cmでみんなで分けて
も楽しめるサイズです！
内容： ブラウニー×1（直径約21cm型、重量約550g）

原材料：ダークチョコレート。無塩バター、卵、ラ
ム酒、粗糖、薄力粉、ココア、カシューナッツ、
アーモンド、クッキー、オーツ⻨、ひまわり種、ゴ
マ、亜麻仁
※写真の生クリーム、ラズベリーは入りません。

提供者 ： momochami bread

水熟桃瓶詰め（令和3年9月〜令和4年5月まで受付）※数量限定

寄付金額：18,000円以上

内容： 水熟桃瓶詰め×2瓶

提供者 ： 平岩ファーム

独自の水熟製法により生に限りなく近い状態の桃をオー
ルシーズン味わっていただくことができます。
水塾桃の桃は、採れたてをそのまま「皮つき・丸ごと」
シロップに漬け込んでいます。はちみつに含まれる天然
の糖質である「パラチノース」が褐色に変わるのを防
ぎ、輝く美しい状態を維持させます。
また、さらりとした果実の糖度に合わせたシロップに漬
け込んでいるため、上品な甘さがあります。

十年急須 ※乳白⾊、瑠璃⾊、紅緋⾊、若草⾊、翡翠⾊、紫紺⾊ の中から１⾊お選びください。

寄付金額：17,000円以上

耐久10年10万ｋｍの自動車技術から生まれた、軽くて割
れないモダン急須。十年急須には哺乳瓶にも使われる
「トライタン」という素材を使用しております。二重構
造により保温性抜群。また、外側が熱くなりにくくやけ
どの心配もありません。
※火のそばに置かないでください。レモン等かんきつ類
の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質すること
があります。電子レンジ、オーブン、グリル、食器洗浄
機、食器乾燥機は使用しないでください。

内容： 十年急須×1（茶こし付）
W136×H157×D150mm 約260g
容量約500ml 耐熱温度100℃ 耐冷温度−20℃
原料樹脂 飽和ポリエステル（トライタン）

提供者 ： ㈱鈴木化学⼯業所



浄水カートリッジ：水道水の残留塩素を除去して髪や肌への刺激を軽減します。

 カートリッジ交換目安約1か月(1日12分[8ℓ/分]使用した場合)

軟水カートリッジ：水道水をより軟水にして美容に最適に。残留塩素もしっかり除去します。

 カートリッジ交換目安約1日(寿命設定流量：8ℓ/分、軟水処理能力100ℓ)

幸田町おすすめ返礼品（三菱ケミカル・クリンスイ㈱）

ウォータークチュール ホワイト／ブラック ※ホワイトかブラックのどちらかお選びください。

寄付金額：27,000円以上
水で美容を考えるWATECOUTUREのカートリッジ式
シャワーヘッド。ヘッドの内側にあるカートリッジに
よって水の質を変化させ、高い機能性のあるシャワーを
実現します。水道水を高機能な水に変える道具としての
信頼性をカタチで表現しました。全ての断面形状をやわ
らかくすることで、女性の手でも握りやすく、負担がか
からないように仕上げています。

内容： 浄水シャワー シャワーヘッド×1
浄水カートリッジ×1（交換目安約1ヵ月）

提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱

浄水カートリッジ３個セット

浄水カートリッジ３個セット（年４回定期便）

ウォータークチュール 浄水カートリッジ、軟水カートリッジ

浄水カートリッジ３個セット（半年２回定期便）

7,000円以上

26,000円以上

13,000円以上

11,000円以上軟水カートリッジ１０個セット



幸田町おすすめ返礼品（三菱ケミカル・クリンスイ㈱）

クリンスイポット型浄水器 CP407（2.2L） クリンスイポット型浄水器 CP405（1.5L）

内容： ポット型浄水器CP407×1
付属カートリッジCPC5×1

内容： ポット型浄水器CP405×1
付属カートリッジCPC5×1

寄付金額：10,000円以上 寄付金額：7,000円以上

クリンスイ独自の中空糸膜
フィルターでしっかり除水・
除菌。微細な雑菌や赤サビま
でしっかり除去してくれるの
で安心。大容量ながら冷蔵庫
のドアポケットに収まるよう
取っ手を無くしたスリムなデ
ザインのポット型浄水器。

クリンスイ独自の中空糸膜
フィルターでしっかり除水・
除菌。微細な雑菌や赤サビま
でしっかり除去してくれるの
で安心。中容量ながら冷蔵庫
のドアポケットに収まるよう
取っ手を無くしたスリムなデ
ザインのポット型浄水器。

提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱ 提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱

クリンスイポット型浄水器 CP012（0.9L）

寄付金額：10,000円以上

クリンスイ独自の中空糸膜
フィルターでしっかり除水・
除菌。微細な雑菌や赤サビま
でしっかり除去してくれるの
で安心。コンパクトで無駄の
ないスクエアボディで冷蔵庫
のドアポケットにもすっきり
収まるポット型浄水器。

内容： ポット型浄水器CP012×1
付属カートリッジCPC5×1

提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱



幸田町おすすめ返礼品（三菱ケミカル・クリンスイ㈱）

クリンスイポット型浄水器 CP407（2.2L） クリンスイポット型浄水器 CP405（1.5L）

内容： ポット型浄水器CP407×1
付属カートリッジCPC5×1

内容： ポット型浄水器CP405×1
付属カートリッジCPC5×1

寄付金額：10,000円以上 寄付金額：7,000円以上

クリンスイ独自の中空糸膜
フィルターでしっかり除水・
除菌。微細な雑菌や赤サビま
でしっかり除去してくれるの
で安心。大容量ながら冷蔵庫
のドアポケットに収まるよう
取っ手を無くしたスリムなデ
ザインのポット型浄水器。

クリンスイ独自の中空糸膜
フィルターでしっかり除水・
除菌。微細な雑菌や赤サビま
でしっかり除去してくれるの
で安心。中容量ながら冷蔵庫
のドアポケットに収まるよう
取っ手を無くしたスリムなデ
ザインのポット型浄水器。

提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱ 提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱

クリンスイポット型浄水器 CP012（0.9L） クリンスイポット型浄水器 CP205W-WT（1.3L）

寄付金額：10,000円以上 寄付金額：9,000円以上

クリンスイ独自の中空糸膜
フィルターでしっかり除水・
除菌。微細な雑菌や赤サビま
でしっかり除去してくれるの
で安心。コンパクトで無駄の
ないスクエアボディで冷蔵庫
のドアポケットにもすっきり
収まるポット型浄水器。

クリンスイ独自の中空糸膜
フィルターでしっかり除水・
除菌。微細な雑菌や赤サビま
でしっかり除去してくれるの
で安心。大容量ながら冷蔵庫
のドアポケットに収まる。ラ
ウンドハンドルで持ちやす
い。

内容： ポット型浄水器CP012×1
付属カートリッジCPC5×1

内容： ポット型浄水器CP205W-WT×1
付属カートリッジCPC5×2

提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱ 提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱

カートリッジCPC5

提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱

カートリッジ2本セット 7,000円以上

カートリッジ2本セット(2本セット×年2回) 13,000円以上

カートリッジ4本セット 12,000円以上

毎日の飲み水や食生活に最適
なポット型浄水器シリーズ用
カートリッジです。

品切れ中



幸田町おすすめ返礼品（三菱ケミカル・クリンスイ㈱）

ｸﾘﾝｽｲﾎﾟｯﾄ型浄水器 WASHOKUｼﾘｰｽﾞ 「お茶をおいしくす
るための水(JP407-T)」お茶用交換カートリッジ付

ｸﾘﾝｽｲﾎﾟｯﾄ型浄水器 WASHOKUｼﾘｰｽﾞ 「お茶をおいしくする
ための水(JP407-T)」お米用交換カートリッジ付

内容： ポット型浄水器JP407-T×1
付属カートリッジ：CPC5-T×1
交換カートリッジ：CPC5-T×1

内容： ポット型浄水器JP407-T×1
付属カートリッジ：CPC5-T（お茶用）×1
交換カートリッジ：CPC5-R（お米用）×1

寄付金額：20,000円以上 寄付金額：20,000円以上

クリンスイ独自の中空糸膜
フィルターでしっかり除水・
除菌。「お茶ならではの繊細
な味わいを感じるために、お
茶専用の水があればいいの
に」そんな想いから生まれた
「お茶のために生まれたお茶
のためのポット型浄水器」。

クリンスイ独自の中空糸膜
フィルターでしっかり除水・
除菌。「お茶のために生まれ
たお茶のためのポット型浄水
器」とお米をおいしく炊くた
めの「お米のためのクリンス
イ」の交換カートリッジを
セットにしてお届けします。

提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱ 提供者 ： 三菱ｹﾐｶﾙ・ｸﾘﾝｽｲ㈱ 製造者：MCC幸⽥㈱

【ご注意】
・返礼品の内容は実物とは多少イメージが異なる場合がありま
す。
・返礼品の内容は予告なく変更されることがあります。
・ふるさと納税制度の趣旨と幸⽥町の魅力を町外にＰＲする観
点から、返礼品の贈呈は町外からの寄附者のみとさせていただ
きます。
・お申込みフォームにご記入いただきました個人情報について
は、返礼品や寄附金受領証明書の発送などの「こうたふるさと
寄附金」に関する業務にのみ使用し、他の業務には一切使用い
たしません。なお、幸⽥町は、これらの業務を実施するため、
業務委託先(株式会社新朝プレス、シフトプラス株式会社)にお
客様の情報を開示することがありますのであらかじめご了承く
ださい。



提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

変則（anomaly）的な数字の
配置はグラフィカルで存在感
を主張します。照明を当てて
独特の陰影も愉しめます。⿊
くシャープな印象を与える⿊
皮鉄製。※受注生産のため、
受注から4週間程度お時間を
頂きます。

変則（anomaly）的な数字の
配置はグラフィカルで存在感
を主張します。照明を当てて
独特の陰影も愉しめます。鉄
の鈍いシルバーの色味や質感
が楽しめる酸洗鉄製。※受注
生産のため、受注から4週間
程度お時間を頂きます。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：W298㎜×H298㎜、重さ：635g、
ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、単三電池1本
必要（別売）※実際の採寸は異なることもございます。

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：W298㎜×H298㎜、重さ：635g、
ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、単三電池1本
必要（別売）※実際の採寸は異なることもございます。

寄付金額：58,000円以上 寄付金額：58,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Anomaly ⿊⽪鉄（掛け時計） GRAVIRoN Anomaly 酸洗鉄（掛け時計）

変則（anomaly）的な数字の
配置はグラフィカルで存在感
を主張。連結し自立するよう
計算して設計されたデザイン
は自重でしっかりと安定しま
す。受注から4週間程度お時
間を頂きます。単三電池1本
が必要です。（別売）

変則（anomaly）的な数字の
配置はグラフィカルで存在感
を主張。連結し自立するよう
計算して設計されたデザイン
は自重でしっかりと安定しま
す。受注から4週間程度お時
間を頂きます。単三電池1本
が必要です。（別売）

内容： Hang本体(素材：⿊皮鉄、サイズ：高さ360㎜×幅332㎜×
奥行100㎜、重量：1350ｇ)、ムーブメント、短針・⻑針・
秒針(各1本)※実際の採寸は異なることもございます。

内容： Hang本体(素材：酸洗鉄、サイズ：高さ360㎜×幅332㎜×
奥行100㎜、重量：1350ｇ)、ムーブメント、短針・⻑針・
秒針(各1本)※実際の採寸は異なることもございます。

寄付金額：94,000円以上 寄付金額：94,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Anomaly 置き時計 ⿊⽪鉄 GRAVIRoN Anomaly 置き時計 酸洗鉄

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：高さ(MAX)343㎜×幅(MAX)226㎜
×奥行90㎜、重量：633ｇ
※実際の採寸は異なることもございます。

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：高さ(MAX)343㎜×幅(MAX)226㎜
×奥行90㎜、重量：633ｇ
※実際の採寸は異なることもございます。

寄付金額：33,000円以上 寄付金額：33,000円以上

ELK（エルク）見せる収納ア
クセサリースタンド。3㎜鉄
板を加⼯して作られたELKは
安心の強度で、アクセサリー
を 飾 る こ と が 可 能 。 ⿊ く
シャープな印象を与える⿊皮
鉄製です。受注から4週間程
度お時間を頂きます。

ELK（エルク）見せる収納ア
クセサリースタンド。3㎜の
鉄板を加⼯して作られたELK
は安心の強度で、アクセサ
リーを飾ることが可能。鉄本
来の色や質感が楽しめる酸洗
鉄製です。受注から4週間程
度お時間を頂きます。

GRAVIRoN ELK アクセサリースタンド（⿊⽪鉄） GRAVIRoN ELK アクセサリースタンド（酸洗鉄）

幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

品切れ中 品切れ中



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

GRAVIRoN Hang ⿊⽪鉄（ひっ掛け時計） GRAVIRoN Hang 酸洗鉄（ひっ掛け時計）

内容： Hang本体（素材：⿊皮鉄、サイズ：Φ300㎜、重量：
166g）、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）
※実際の採寸は異なることもございます。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：W298㎜×H298㎜、重さ：635g、
ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）
※実際の採寸は異なることもございます。

寄付金額：36,000円以上 寄付金額：36,000円以上

ラフに使える掛け時計。シン
プルなデザインは引っ掛ける
ことを前提に考えられた独特
のフォルム。どんなお部屋に
もマッチするデザインで幅広
くお使いただけます。受注後
4週間程お時間を頂きます。
単三電池1本必要（別売）

ラフに使える掛け時計。シン
プルなデザインは引っ掛ける
ことを前提に考えられた独特
のフォルム。どんなお部屋に
もマッチするデザインで幅広
くお使いただけます。受注後
4週間程お時間を頂きます。
単三電池1本必要（別売）

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Hang TRIANGLE ⿊⽪鉄（ひっ掛け時計） GRAVIRoN Hang TRIANGLE 酸洗鉄（ひっ掛け時計）

寄付金額：36,000円以上 寄付金額：36,000円以上

人気のひっかけ時計シリー
ズ。シンプルなデザインは
引っ掛けることを前提に考え
られた独特のフォルム。⿊く
シャープな印象を与える⿊皮
鉄製です。※受注生産のた
め、受注から4週間程度お時
間を頂きます。

人気のひっかけ時計シリー
ズ。シンプルなデザインは
引っ掛けることを前提に考え
られた独特のフォルム。鉄の
鈍いシルバーの色味や質感が
楽しめる酸洗鉄製です。※受
注生産のため、受注から4週
間程度お時間を頂きます。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：W420㎜×H210㎜、重さ：260g、
ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、単三電池1本
必要（別売）※実際の採寸は異なることもございます。

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：W420㎜×H210㎜、重さ：260g
ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、単三電池1本
必要（別売）※実際の採寸は異なることもございます。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Hang DIAMOND ⿊⽪鉄（ひっ掛け時計） GRAVIRoN Hang DIAMOND 酸洗鉄（ひっ掛け時計）

寄付金額：36,000円以上 寄付金額：36,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

人気のひっかけ時計シリーズ
の。シンプルなデザインは
引っ掛けることを前提に考え
られた独特のフォルム。⿊く
シャープな印象を与える⿊皮
鉄製。※受注生産のため、受
注から4週間程度お時間を頂
きます。

人気のひっかけ時計シリーズ
の。シンプルなデザインは
引っ掛けることを前提に考え
られた独特のフォルム。鉄の
鈍いシルバーの色味や質感が
楽しめる酸洗鉄製。※受注生
産のため、受注から4週間程
度お時間を頂きます。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：W420㎜×H420㎜、重さ：250g、
ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、単三電池1本
必要（別売）※実際の採寸は異なることもございます。

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：W420㎜×H420㎜、重さ：250g、
ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、単三電池1本
必要（別売）※実際の採寸は異なることもございます。



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

GRAVIRoN Standpoint MARU ⿊⽪鉄（置き時計） GRAVIRoN Standpoint MARU 酸洗鉄（置き時計）

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：高さ250㎜×奥行き幅80㎜、重量：
221g、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、単三電
池1本が必要です。（別売）

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：高さ250㎜×奥行き幅80㎜、重量：
221g、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、
単三電池1本が必要です。（別売）

寄付金額：28,000円以上 寄付金額：28,000円以上

シンプルなデザインでデスク
周りや机の上に置いておいて
も馴染む、主張しない佇まい
をテーマにした置き時計。鉄
でできているので磁石がくっ
つくのもポイント。※受注生
産のため、受注から4週間程
度お時間を頂きます。

シンプルなデザインでデスク
周りや机の上に置いておいて
も馴染む、主張しない佇まい
をテーマにした置き時計。鉄
でできているので磁石がくっ
つくのもポイント。※受注生
産のため、受注から4週間程
度お時間を頂きます。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Standpoint SHIKAKU ⿊⽪鉄（置き時計） GRAVIRoN Standpoint SHIKAKU 酸洗鉄（置き時計）

寄付金額：28,000円以上 寄付金額：28,000円以上

シンプルなデザインでデスク
周りや机の上に置いておいて
も馴染む、主張しない佇まい
をテーマにした置き時計。鉄
でできているので磁石がくっ
つくのもポイント。※受注生
産のため、受注から4週間程
度お時間を頂きます。

シンプルなデザインでデスク
周りや机の上に置いておいて
も馴染む、主張しない佇まい
をテーマにした置き時計。鉄
でできているので磁石がくっ
つくのもポイント。※受注生
産のため、受注から4週間程
度お時間を頂きます。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：高さ250㎜×奥行き幅80㎜、重量：
239g、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、
単三電池1本が必要です。（別売）

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：高さ250㎜×奥行き幅80㎜、重量：
239g、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）、
単三電池1本が必要です。（別売）

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Papers Box mini ⿊⽪鉄
（ポケットティッシュケース）

GRAVIRoN Papers Box mini 酸洗鉄
（ポケットティッシュケース）

寄付金額：15,000円以上 寄付金額：15,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

生活感がでるティッシュもお
しゃれにカッコよく。鉄の重
さで安定感があり、最後まで
取り出しやすくなっていま
す。ポケットティッシュを3
つほど入れることができま
す。⿊くシャープな印象を与
える⿊皮鉄製です。

生活感がでるティッシュもお
しゃれにカッコよく。鉄の重
さで安定感があり、最後まで
取り出しやすくなっていま
す。ポケットティッシュを3
つほど入れることができま
す。鉄本来の色や質感が楽し
める酸洗鉄製です。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：W112㎜×H43㎜×D80㎜、重さ：
527g ※ポケットティッシュは付属しません。
※受注生産 受注から4週間程度お時間を頂きます。

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：W112㎜×H43㎜×D80㎜、重さ：
527g ※ポケットティッシュは付属しません。
※受注生産 受注から4週間程度お時間を頂きます。



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

GRAVIRoN Papers Box ⿊⽪鉄
（ボックスティッシュケース）

GRAVIRoN Papers Box 酸洗鉄
（ボックスティッシュケース）

内容： 素材：⿊皮鉄サイズ：W250㎜×H60㎜×D125㎜、重さ：
1730g
※ボックスティッシュは付属しません。

内容： 素材：酸洗鉄サイズ：W250㎜×H60㎜×D125㎜、重さ：
1730g
※ボックスティッシュは付属しません。

寄付金額：22,000円以上 寄付金額：22,000円以上

生活感がでるティッシュもお
しゃれにカッコよく。鉄の重
さで安定感があり、最後まで
取り出しやすくなっていま
す。⿊くシャープな印象を与
える⿊皮鉄製です。※受注生
産のため、受注から4週間程
度お時間を頂きます。

生活感がでるティッシュもお
しゃれにカッコよく。鉄の重
さで安定感があり、最後まで
取り出しやすくなっていま
す。鉄本来の色や質感が楽し
める酸洗鉄製です。※受注生
産のため、受注から4週間程
度お時間を頂きます。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Papers Cube ⿊⽪鉄
（トイレットペーパーケース）

RAVIRoN Papers Cube 酸洗鉄
（トイレットペーパーケース）

寄付金額：37,000円以上 寄付金額：37,000円以上

生活感がでるトイレットペー
パーもおしゃれにカッコよ
く。鉄の風合いで、空間にア
クセントが加わります。⿊く
シャープな印象を与える⿊皮
鉄製です。※受注生産のた
め、受注から4週間程度お時
間を頂きます。

生活感がでるトイレットペー
パーもおしゃれにカッコよ
く。鉄の風合いで、空間にア
クセントが加わります。鉄本
来の色や質感が楽しめる酸洗
鉄製です。※受注生産のた
め、受注から4週間程度お時
間を頂きます。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：W/H/D 125㎜、重さ：1905g
※トイレットペーパーは付属しません。中に入れるトイ
レットペーパーはダブルタイプが推奨されます。

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：W/H/D 125㎜、重さ：1905g
※トイレットペーパーは付属しません。中に入れるトイ
レットペーパーはダブルタイプが推奨されます。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Domus Op.2 PotCover ⿊⽪鉄 160㎜⾓
（鉢カバー）

GRAVIRoN Domus Op.2 PotCover 酸洗鉄 160㎜⾓
（鉢カバー）

寄付金額：37,000円以上 寄付金額：37,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

⿊皮鉄製の鉢カバー。使うほ
どに味が出るようあえて、
コーティング加⼯なしの状態
です。 家をモチーフに観葉
植物が家の上から育つような
ビジュアルを演出できます。
※受注から4週間程度お時間
を頂きます。

酸洗鉄製の鉢カバー。使うほ
どに味が出るようあえて、
コーティング加⼯なしの状態
です。 家をモチーフに観葉
植物が家の上から育つような
ビジュアルを演出できます。
※受注から4週間程度お時間
を頂きます。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：W/H/D 160㎜、重さ：1500g
※実際の採寸は異なることもございます

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：W/H/D 160㎜、重さ：1500g
※実際の採寸は異なることもございます



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

GRAVIRoN Domus Op.2 PotCover ⿊⽪鉄 300㎜⾓
（鉢カバー）

GRAVIRoN Domus Op.2 PotCover 酸洗鉄 300㎜⾓
（鉢カバー）

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：W/H/D 300㎜、重さ：5000g
※実際の採寸は異なることもございます

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：W/H/D 300㎜、重さ：5000g
※実際の採寸は異なることもございます

寄付金額：59,000円以上 寄付金額：59,000円以上

⿊皮鉄製の鉢カバー。使うほ
どに味が出るようあえて、
コーティング加⼯なしの状態
です。遊び心がある商品です
ので、かわいくデコレーショ
ンなどしてご利用ください。
※受注から4週間程度お時間
を頂きます。

酸洗鉄製の鉢カバー。使うほ
どに味が出るようあえて、
コーティング加⼯なしの状態
です。遊び心がある商品です
ので、かわいくデコレーショ
ンなどしてご利用ください。
※受注から4週間程度お時間
を頂きます。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Bite+shelf ⿊⽪鉄（デスクシェルフ） GRAVIRoN Bite+shelf 酸洗鉄（デスクシェルフ）

寄付金額：37,000円以上 寄付金額：37,000円以上

⼯具不要でテーブルに噛ませ
るだけで、棚ができます。シ
ンプルな設計はお部屋の雰囲
気を邪魔せず、しっくりと馴
染 み ま す 。 A4 サ イ ズ の ポ
ケットファイルを収納可能。
※受注から4週間程度お時間
を頂きます。

⼯具不要でテーブルに噛ませ
るだけで、棚ができます。シ
ンプルな設計はお部屋の雰囲
気を邪魔せず、しっくりと馴
染 み ま す 。 A4 サ イ ズ の ポ
ケットファイルを収納可能.
※受注から4週間程度お時間
を頂きます。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：W150㎜/H510㎜/D 220㎜、重さ：
4250g ※噛み口は4㎝のため、テーブル（天板）の厚みが4
㎝を超えるものには利用できません。

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：W150㎜/H510㎜/D 220㎜、重さ：
4250g ※噛み口は4㎝のため、テーブル（天板）の厚みが4
㎝を超えるものには利用できません。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN 2plate MINI（スマホスタンド）

寄付金額：12,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ

2枚の鉄板を重ね合わせ自立
させるアクセサリースタン
ド。スマートフォンを置いた
り、お店のショップカードス
タンドと用途はそれぞれ。組
み立て式で錆びに強いステン
レス製のため、持ち運びも可
能です。

内容： 素材：ステンレス、重量：240ｇ、サイズ：高さ110㎜×横
幅70㎜×奥行105㎜
※受注生産のため受注から4週間程度お時間を頂きます。



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

⼀六鉄器 「296二クロク」フライパン 浅型 ⼀六鉄器 「296二クロク」フライパン 深型

内容： 鉄フライパン×1（素材：鉄SS400、サイズ：幅20㎝×奥行
20㎝×深さ1.5㎝ 板厚6㎜、重量：2500g）
※ガス火、IHクッキングヒーター対応

内容： 鉄フライパン×1（素材：鉄SS400、サイズ：幅20㎝×奥行
20㎝×深さ4.5㎝ 板厚6㎜、重量：3300g）
※ガス火、IHクッキングヒーター対応

寄付金額：33,000円以上 寄付金額：40,000円以上

「296二クロク」フライパン
は、家庭用フライパンの4倍
の厚さ「6㎜」。鉄は厚けれ
ば厚いほど冷めにくく、蓄熱
量が多くなり、熱伝導も均一
になります。※受注生産のた
め、受注から4週間程度お時
間を頂きます。

「296二クロク」フライパン
は、家庭用フライパンの4倍
の厚さ「6㎜」。鉄は厚けれ
ば厚いほど冷めにくく、蓄熱
量が多くなり、熱伝導も均一
になります。※受注生産のた
め、受注から4週間程度お時
間を頂きます。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

⼀六鉄器 「296二クロク」グリルパン
⼀六鉄器 「296二クロク」フライパン 浅型
ふた・鍋敷き・鍋つかみセット

寄付金額：40,000円以上 寄付金額：46,000円以上

「296二クロク」グリルパン
は、鉄板の厚さ「6㎜」！鉄
は厚ければ厚いほど冷めにく
く、蓄熱量が多くなり、熱伝
導も均一になります。※受注
生産のため、受注から4週間
程度お時間を頂きます。

「296二クロク」フライパン
浅型の、ふた・鍋敷き・鍋つ
かみがついたセット。ふたを
使えばオーブン効果も！お料
理の幅がひろがります。※受
注生産のため、受注から4週
間程度お時間を頂きます。

内容： 鉄グリルパン×1（素材：鉄SS400、サイズ：幅20㎝×奥行
20㎝×深さ4.5㎝ 板厚6㎜、重量：3350g）
※ガス火、IHクッキングヒーター対応

内容： フライパン（素材：鉄SS400、サイズ：幅20㎝×奥行20㎝
×深さ1.5㎝ 板厚6㎜、重量：2500g）、ふた（素材：ステ
ンレス、サイズ：幅22.5㎝×奥行18.5㎝×深さ4㎝ ）、鍋敷
き、鍋つかみ

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

⼀六鉄器 「296二クロク」フライパン 深型
ふた・鍋敷き・鍋つかみセット

⼀六鉄器 「296二クロク」グリルパン
ふた・鍋敷き・鍋つかみセット

寄付金額：53,000円以上 寄付金額：53,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

「296二クロク」フライパン
深型の、ふた・鍋敷き・鍋つ
かみがついたお得なセットで
す。ふたを使えばオーブン効
果も！さらにお料理の幅がひ
ろがります。※受注から4週
間程度お時間を頂きます。

「296二クロク」グリルパン
の、ふた・鍋敷き・鍋つかみ
がついたお得なセットです。
ふたを使えばオーブン効果
も！さらにお料理の幅がひろ
がります。※受注から4週間
程度お時間を頂きます。

内容： フライパン（素材：鉄SS400、サイズ：幅20㎝×奥行20㎝
×深さ4.5㎝ 板厚6㎜、重量：3300g）、
ふた（素材：ステンレス、サイズ：幅22.5㎝×奥行18.5㎝×
深さ4㎝）、鍋敷き、鍋つかみ

内容： グリルパン（素材：鉄SS400、サイズ：幅20㎝×奥行20㎝
×深さ4.5㎝ 板厚6㎜、重量：3350g）、
ふた（素材：ステンレス、サイズ：幅22.5㎝×奥行18.5㎝×
深さ4㎝）、鍋敷き、鍋つかみ



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

GRAVIRoN Joint Series Set ⿊⽪鉄×アクリル（ネーム
カードホルダー/ペン立て/トレー/コースター セット）

GRAVIRoN Joint Series Set 酸洗鉄×アクリル（ネーム
カードホルダー/ペン立て/トレー/コースター セット）

内容： ネームカードホルダー(高さ30/幅100/奥行き35㎜ 重量179g
)、ペン立て(高さ30/幅50/奥行き35㎜/φ15mm×2 重量
106g)、トレー(高さ30/幅140/奥行き100 ㎜重量669g)、
コースター(高さ30/幅100/奥行き100㎜/φ85㎜ 重量
500g)、ジョイントパーツ：8個(ステンレス)

内容： ネームカードホルダー(高さ30/幅100/奥行き35㎜ 重量179g
)、ペン立て(高さ30/幅50/奥行き35㎜/φ15㎜×2 重量
106g)、トレー(高さ30/幅140/奥行き100㎜ 重量669g)、
コースター(高さ30/幅100/奥行き100㎜/φ85㎜ 重量
500g)、ジョイントパーツ：8個(ステンレス)

寄付金額：52,000円以上 寄付金額：52,000円以上

ジョイントパーツによる組み
合わせで、ご自身のデスクに
ぴったりのレイアウトが可
能。※受注から4週間程度お
時間を頂きます。
素材：⿊皮鉄、アクリル

ジョイントパーツによる組み
合わせで、ご自身のデスクに
ぴったりのレイアウトが可
能。※受注から4週間程度お
時間を頂きます。
素材： 酸洗鉄、アクリル

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Rect ⿊⽪鉄（フロアライト） GRAVIRoN Rect 酸洗鉄（フロアライト）

寄付金額：367,000円以上 寄付金額：367,000円以上

スクエアの内側に光源を持た
せたフロアライト。外側に広
がる光ではなく内側へ向かう
光の演出により、優しい光を
演出。
※受注生産のため、受注から
1 か 月 程 度 お 時 間 を 頂 き ま
す。

スクエアの内側に光源を持た
せたフロアライト。外側に広
がる光ではなく内側へ向かう
光の演出により、優しい光を
演出。
※受注生産のため、受注から
1 か 月 程 度 お 時 間 を 頂 き ま
す。

内容： 素材：⿊皮鉄、サイズ：H380㎜ W150㎜ D150㎜
製品内容：USBケーブル電源

内容： 素材：酸洗鉄、サイズ：H380㎜ W150㎜ D150㎜
製品内容：USBケーブル電源

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

ジョイントシリーズ 製品内容

▲ネームカードホルダー ▲コースター

▲トレー ▲ペン立て



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

GRAVIRoN Bird Clock ハト ⿊⽪鉄（置き時計） GRAVIRoN Bird Clock ハト 酸洗鉄（置き時計）

内容： 本体、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）
ムーブメントは単三電池1本（別売）
素材：⿊皮鉄 高さ195mm/幅85mm/奥行き92mm
重量：390g

内容： 本体、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）
ムーブメントは単三電池1本（別売）
素材：酸洗鉄 高さ195mm/幅85mm/奥行き92mm
重量：390g

寄付金額：30,000円以上 寄付金額：30,000円以上

巣箱も鳥も鉄でできた置き時
計。シンプルなデザインの巣
箱から、ハトが立体的に飛び
出します。 デスク周りや玄
関先、トイレなどのちょっと
したスペースにも置けます。
※針はご自分取付。

巣箱も鳥も鉄でできた置き時
計。シンプルなデザインの巣
箱から、ハトが立体的に飛び
出します。 デスク周りや玄
関先、トイレなどのちょっと
したスペースにも置けます。
※針はご自分取付。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Bird Clock オカメインコ ⿊⽪鉄（置き時計） GRAVIRoN Bird Clock オカメインコ 酸洗鉄（置き時計）

寄付金額：30,000円以上 寄付金額：30,000円以上

巣箱も鳥も鉄でできた置き時
計。シンプルなデザインの巣
箱から、オカメインコが立体
的に飛び出します。デスク周
りや玄関先、トイレなどの
ちょっとしたスペースにも置
けます。※針はご自分取付。

巣箱も鳥も鉄でできた置き時
計。シンプルなデザインの巣
箱から、オカメインコが立体
的に飛び出す。デスク周りや
玄関先、トイレなどのちょっ
としたスペースにも置けま
す。※針はご自分取付。

内容： 本体、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）
ムーブメントは単三電池1本（別売）
素材：⿊皮鉄 高さ195mm/幅85mm/奥行き92mm
重量：390g

内容： 本体、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）
ムーブメントは単三電池1本（別売）
素材：酸洗鉄 高さ195mm/幅85mm/奥行き92mm
重量：390g

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Bird Clock ミミズク ⿊⽪鉄（置き時計） GRAVIRoN Bird Clock ミミズク 酸洗鉄（置き時計）

寄付金額：30,000円以上 寄付金額：30,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

巣箱も鳥も鉄でできた置き時
計。シンプルなデザインの巣
箱から、ミミズクが立体的に
飛び出す。デスク周りや玄関
先、トイレなどのちょっとし
たスペースにも置けます。※
針はご自分取付。

巣箱も鳥も鉄でできた置き時
計。シンプルなデザインの巣
箱から、ミミズクが立体的に
飛び出す。デスク周りや玄関
先、トイレなどのちょっとし
たスペースにも置けます。※
針はご自分取付。

内容： 本体、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）
ムーブメントは単三電池1本（別売）
素材：⿊皮鉄 高さ195mm/幅85mm/奥行き92mm
重量：390g

内容： 本体、ムーブメント、短針・⻑針・秒針（各1本）
ムーブメントは単三電池1本（別売）
素材：酸洗鉄 高さ195mm/幅85mm/奥行き92mm
重量：390g



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

GRAVIRoN PATERU（パテル）L パーテーションスタンド 2組1セット

寄付金額：74,000円以上

提供者 ：

ホームセンターで購入できる木板を、パーテーショ
ンへ変身。 飛沫防止のための便利アイテム。板を挟
んでネジ締めたら出来上がり。板厚15mmまで対応。
棚をつけたりとDIYも可能！140cmの高さの板まで転
倒実験済み。

内容：

株式会社イーダ

パーテーションスタンド（2組1セット）、ネ
ジ締め
素材：ステンレス
サイズ：高さ75mm/幅155mm/奥行き30mm
重量：180g（一個あたり）

内容：

パーテーションスタンド（2組1セット）、ネ
ジ締め1個
素材：ステンレス
サイズ：高さ122mm/幅250mm/奥行き60mm
重量：550g（一個あたり）

GRAVIRoN PATERU（パテル）S 卓上パーテーションスタンド 2組1セット

寄付金額：59,000円以上

ホームセンターなどで購入できるアクリル板や透明
PET板を、卓上型パーテーションへ変身させる。飛
沫防止のための便利アイテム。 気に入った板などを
自分でアレンジできたら、部屋の雰囲気に合わせ、
気軽に使えるのでは？という思いから作成。⼯具不
要。 設置時間5分以内。 板厚10mmまで対応。高さ
60cm未満推奨。

株式会社イーダ提供者 ：



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

GRAVIRoN Splash ⿊⽪鉄(ブックエンド) GRAVIRoN Splash 酸洗鉄(ブックエンド)

内容： 素材：⿊皮鉄
サイズ：高さ230mm/幅220mm/奥行き170mm
重量：770g

内容： 素材：酸洗鉄
サイズ：高さ230mm/幅220mm/奥行き170mm
重量：770g

寄付金額：26,000円以上 寄付金額：26,000円以上

使い⽅はあなた次第。ペンキ
をぶち撒いたような荒々しい
デザイン。磁石がくっつくの
で、デスクボードとしての利
用や、ブックエンドとしての
利用など、使い⽅は自由。ス
トリートなデザイン。

使い⽅はあなた次第。ペンキ
をぶち撒いたような荒々しい
デザイン。磁石がくっつくの
で、デスクボードとしての利
用や、ブックエンドとしての
利用など、使い⽅は自由。ス
トリートなデザイン。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN lid Box Tissue Case ⿊⽪鉄 ×酸洗鉄
(ティッシュケース)

GRAVIRoN lid Box Tissue Case 酸洗鉄×⿊⽪鉄
(ティッシュケース)

寄付金額：37,000円以上 寄付金額：37,000円以上

人 気 の PapersBox に 続 く
ティッシュボックス第二弾。
今回は上蓋をケースに被せる
デザインに。異素材鉄の組み
合わせも魅力的な製品。被せ
蓋なのでソフトケースも対応
可能。

人 気 の PapersBox に 続 く
ティッシュボックス第二弾。
今回は上蓋をケースに被せる
デザインに。異素材鉄の組み
合わせも魅力的な製品。被せ
蓋なのでソフトケースも対応
可能。

内容： 素材：⿊皮鉄×酸化鉄
サイズ：高さ63mm/幅255mm/奥行き130mm
重量：2700g
※ティッシュは付属していません。

内容： 素材：酸洗鉄×⿊皮鉄
サイズ：高さ63mm/幅255mm/奥行き130mm
重量：2700g
※ティッシュは付属していません。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN lid Box Tissue Case ⿊⽪鉄 ×⿊⽪鉄
(ティッシュケース)

GRAVIRoN lid Box Tissue Case 酸洗鉄 ×酸洗鉄
(ティッシュケース)

寄付金額：37,000円以上 寄付金額：37,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

人 気 の PapersBox に 続 く
ティッシュボックス第二弾。
今回は上蓋をケースに被せる
デザインに。被せ蓋なので
ティッシュボックスに限ら
ず、ソフトケースも対応可
能。

人 気 の PapersBox に 続 く
ティッシュボックス第二弾。
今回は上蓋をケースに被せる
デザインに。被せ蓋なので
ティッシュボックスに限ら
ず、ソフトケースも対応可
能。

内容： 素材：⿊皮鉄×⿊皮鉄
サイズ：高さ63mm/幅255mm/奥行き130mm
重量：2700g
※ティッシュは付属していません。

内容： 素材：酸洗鉄×酸洗鉄
サイズ：高さ63mm/幅255mm/奥行き130mm
重量：2700g
※ティッシュは付属していません。



幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)

GRAVIRoN Hang Plantsシリーズ Triangle ⿊⽪鉄
(プランツハンガー)

GRAVIRoN Hang Plantsシリーズ Triangle 酸洗鉄
(プランツハンガー)

内容： 素材：⿊皮鉄 重量：115g
サイズ：H415mm/W210mm/D105mm/内径Φ80mm
※本製品に植物は付属されておりません。

内容： 素材：酸洗鉄 重量：115g
サイズ：H415mm/W210mm/D105mm/内径Φ80mm
※本製品に植物は付属されておりません。

寄付金額：26,000円以上 寄付金額：26,000円以上

ハンギングプランツ用のアイ
テムが新たに登場。直径Φ
80mmまでの鉢(逆末広型)で
あればハンギングに引っ掛け
ることが可能。部屋にアクセ
ントが加わりおしゃれ度アッ
プ。本品は壁に重心をかける
ことで状態を維持します。

ハンギングプランツ用のアイ
テムが新たに登場。直径Φ
80mmまでの鉢(逆末広型)で
あればハンキングにきっかけ
ることが可能。部屋にアクセ
ントが加わりおしゃれ度アッ
プ。本品は壁に重心をかける
ことで状態を維持します。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Hang Plantsシリーズ Diamond ⿊⽪鉄
(プランツハンガー)

GRAVIRoN Hang Plantsシリーズ Diamond 酸洗鉄
(プランツハンガー)

寄付金額：26,000円以上 寄付金額：26,000円以上

ハンギングプランツ用のアイ
テムが新たに登場。直径Φ
80mmまでの鉢(逆末広型)で
あればハンギングに引っ掛け
ることが可能。部屋にアクセ
ントが加わりおしゃれ度アッ
プ。本品は壁に重心をかける
ことで状態を維持します。

ハンギングプランツ用のアイ
テムが新たに登場。直径Φ
80mmまでの鉢(逆末広型)で
あればハンギングに引っ掛け
ることが可能。部屋にアクセ
ントが加わりおしゃれ度アッ
プ。本品は壁に重心をかける
ことで状態を維持します。

内容： 素材：⿊皮鉄 重量：140g
サイズ：H415mm/W415mm/D105mm/内径Φ80mm
※本製品に植物は付属されておりません。

内容： 素材：酸洗鉄 重量：140g
サイズ：H415mm/W415mm/D105mm/内径Φ80mm
※本製品に植物は付属されておりません。

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Hang Plantsシリーズ Round ⿊⽪鉄
(プランツハンガー)

GRAVIRoN Hang Plantsシリーズ Round 酸洗鉄
(プランツハンガー)

寄付金額：26,000円以上 寄付金額：26,000円以上

提供者 ： 株式会社イーダ 提供者 ： 株式会社イーダ

                                                                                           

ハンギングプランツ用のアイ
テムが新たに登場。直径Φ
80mmまでの鉢(逆末広型)で
あればハンギングに引っ掛け
ることが可能。部屋にアクセ
ントが加わりおしゃれ度アッ
プ。本品は壁に重心をかける
ことで状態を維持します。

ハンギングプランツ用のアイ
テムが新たに登場。直径Φ
80mmまでの鉢(逆末広型)で
あればハンギングに引っ掛け
ることが可能。部屋にアクセ
ントが加わりおしゃれ度アッ
プ。本品は壁に重心をかける
ことで状態を維持します。

内容： 素材：⿊皮鉄 重量：80g
サイズ：Φ297mm/D105mm/内径Φ80mm
※本製品に植物は付属されておりません。

内容： 素材：酸洗鉄 重量：80g
サイズ：Φ297mm/D105mm/内径Φ80mm
※本製品に植物は付属されておりません。



GRAVIRoN Hang PlantsシリーズTriangie/Diamond/Roundセット酸洗鉄(プランツハンガー)

寄付金額：74,000円以上

Triangle/Diamond/Roundのセット。直径Φ80mmま
での鉢(逆末広型)であればハンギングに引っ掛けるこ
とが可能。壁に重心をかけることで状態を維持しま
す。※本製品に植物は付属されておりません。

内容： 素材：酸洗鉄
サイズ・重量：
Triangle：H415mm/W210mm/D105mm/内径Φ
80mm、115g
Diamond：H415mm/W415mm/D105mm/内径Φ
80mm、140g
Round：Φ297mm/D105mm/内径Φ80mm、80g

提供者 ： 株式会社イーダ

GRAVIRoN Hang Plantsシリーズ Triangle/Diamond/Roundセット ⿊⽪鉄 (プランツハンガー)

寄付金額：74,000円以上

Triangle/Diamond/Roundのセット。直径Φ80mmまで
の鉢(逆末広型)であればハンギングに引っ掛けることが
可能。壁に重心をかけることで状態を維持します。※本
製品に植物は付属されておりません。
内容： 素材：⿊皮鉄

サイズ・重量：
Triangle：H415mm/W210mm/D105mm/内径Φ
80mm、115g
Diamond：H415mm/W415mm/D105mm/内径Φ
80mm、140g
Round：Φ297mm/D105mm/内径Φ80mm、80g

提供者 ： 株式会社イーダ

幸田町おすすめ返礼品(提供者：(株)イーダ 製造者：(有)アイワ技研/鉄工房あい吉)



提供者 ： 有限会社 アイワ技研 提供者 ： 有限会社 アイワ技研

フルオーダーメイドによる、
ペットを型取った鉄製切り絵
のモニュメントを御影石のフ
レームにはめ込んだペットの
供養碑をイメージしたもの。
しっかりとした重量で存在を
感じる置物になります。
※お骨入れは付属しません。

フルオーダーメイドによる
ペットを型取った鉄製切り絵
のモニュメントを御影石の台
座に乗せたペットの供養碑を
イメージしたもの。台座には
真鍮製のお骨入れをはめ込
み、いつまでもご遺骨と共に
お側に置いていただけます。

内容： ※お申し込み後、事業者から寄附者様にメールにて写真の
提出図案の確認をさせて頂く必要がございます。
※フルオーダーメイドにより２か月程お時間を頂きます。

内容： ※お申し込み後、事業者から寄附者様にメールにて写真の
提出図案の確認をさせて頂く必要がございます。
※フルオーダーメイドにより２か月程お時間を頂きます。

寄付金額：120,000円以上 寄付金額：160,000円以上

提供者 ： 有限会社 アイワ技研

ペット用供養碑 Memorial Monument 『こころ』
Box

ペット用供養碑 Memorial Monument 『こころ』
Stand

かわいらしいラウンド（円）
型のステンレス製焚き火台。
置き型タイプですので、組み
立て式の脚を外してバスケッ
トのように持ち運ぶこともで
きます。火を入れると、きれ
いな模様が浮かびあがりま
す。収納袋付。

内容： 素材：ステンレス
サイズ：直径20㎝ 高さ:組立時47㎝ 板厚2㎜ 重量約2kg

寄付金額：72,000円以上

提供者 ： 有限会社 アイワ技研 提供者 ： 有限会社 アイワ技研

焚き火台 「ラウンド」

内容： 素材：ステンレス、
サイズ：約40×35㎝ 高さ25.5㎝ 板厚2㎜、重量：約6kg

内容： 素材：⿊皮鉄、
サイズ：約40×35㎝ 高さ25.5㎝ 板厚2.3㎜、重量：約6kg

寄付金額：7７,000円以上 寄付金額：62,000円以上

しっかりした作りであるにも
かかわらず、ばらせばコンパ
クトに収納できます。火を入
れると、切り文字がきれいに
浮かび上がります。ステンレ
ス製ですので、錆びなくきれ
いに⻑く使えます。収納袋
付。

しっかりした作りであるにも
かかわらず、ばらせばコンパ
クトに収納できます。鉄その
ままの風合いを楽しんで頂き
たく、無塗装ですので、錆び
が生じます。時間とともに経
年変化を感じて頂きたい商品
です。収納袋付。

焚き火台 「⼀六鉄器 ステンレス」 焚き火台 「⼀六鉄器 ⿊⽪鉄」

幸田町おすすめ返礼品((有)アイワ技研)

▲焚き火台「一六鉄器 ステンレス」

◀焚き火台
「一六鉄器

ステンレス」
組み立て前

品切れ中 品切れ中



提供者 ： 有限会社アイワ技研 提供者 ： 有限会社アイワ技研

キャンプで大活躍！無骨でシ
ンプルな鉄板が登場。付属の
ハンドルとヘラは錆びないス
テンレス製。専用の収納袋は
帆布製で丈夫。鉄板・帆布と
も経年の変化鉄板を育てる楽
しさを体感ください。

キャンプで大活躍！無骨でシ
ンプルな鉄板が登場。付属の
ハンドルとヘラは錆びないス
テンレス製。専用の収納袋は
帆布製で丈夫。鉄板・帆布と
も経年の変化鉄板を育てる楽
しさを体感ください。

内容： 素材：鉄板(⿊皮鉄)、ハンドル・ヘラ(ステンレス)、収納袋
(帆布)
サイズ：縦20cm×横20cm 厚さ：6mm 重量：約1.9kg
※材料や製造・加⼯上の傷、経年による錆がある場合がご
ざいます。ご了承ください。

内容： 素材：鉄板(⿊皮鉄)、ハンドル・ヘラ(ステンレス)、収納袋
(帆布)
サイズ：縦20cm×横40cm 厚さ：6mm 重量：約3.8kg
※材料や製造・加⼯上の傷、経年による錆がある場合がご
ざいます。ご了承ください。

寄付金額：27,000円以上 寄付金額：54,000円以上

提供者 ：  有限会社アイワ技研 提供者 ： 有限会社アイワ技研

⼀六鉄器『ロクミリ鉄板200×200』フルセット ⼀六鉄器『ロクミリ鉄板200×400』フルセット

キャンプで大活躍！無骨でシ
ンプルな鉄板が登場。付属の
ハンドルとヘラは錆びないス
テンレス製。専用の収納袋は
帆布製で丈夫。鉄板・帆布と
も経年の変化鉄板を育てる楽
しさを体感ください。

キャンプで大活躍！無骨でシ
ンプルな鉄板が登場。付属の
ハンドルとヘラは錆びないス
テンレス製。専用の収納袋は
帆布製で丈夫。鉄板・帆布と
も経年の変化鉄板を育てる楽
しさを体感ください。

内容： 素材：鉄板(⿊皮鉄)、ハンドル・ヘラ(ステンレス)、収納袋
(帆布)
サイズ：縦15cm×横15cm 厚さ：6mm 重量：約1.2kg
※材料や製造・加⼯上の傷、経年による錆がある場合がご
ざいます。ご了承ください。

内容： 素材：鉄板(⿊皮鉄)、ハンドル・ヘラ(ステンレス)、収納袋
(帆布)
サイズ：縦15cm×横20cm 厚さ：6mm  量：約1.5kg
※材料や製造・加⼯上の傷、経年による錆がある場合がご
ざいます。ご了承ください。

寄付金額：20,000円以上 寄付金額：24,000円以上

提供者 ： 有限会社アイワ技研 提供者 ： 有限会社アイワ技研

⼀六鉄器『ロクミリ鉄板150×150』フルセット ⼀六鉄器『ロクミリ鉄板150×200』フルセット

内容： 素材：鉄板(⿊皮鉄)、ハンドル(ステンレス)
サイズ：縦15cm×横15cm 厚さ：6mm 重量：約1.2kg
※材料や製造・加⼯上の傷、経年による錆がある場合がご
ざいます。ご了承ください。

内容： 素材：鉄板(⿊皮鉄)、ハンドル(ステンレス)
サイズ：縦20cm×横20cm 厚さ：6mm 重量：約1.9kg
※材料や製造・加⼯場の傷、経年による錆がある場合がご
ざいます。ご了承ください。

寄付金額：12,000円以上 寄付金額：14,000円以上

キャンプで大活躍！無骨でシ
ンプルな鉄板が登場。使えば
使うほど油が染み込み焦げ付
かないように。鉄板を育てる
楽しさを体感ください。付属
のハンドルは錆びないステン
レス製。

キャンプで大活躍！無骨でシ
ンプルな鉄板が登場。使えば
使うほど油が染み込み焦げ付
かないように。鉄板を育てる
楽しさを体感ください。付属
のハンドルは錆びないステン
レス製。

⼀六鉄器『ロクミリ鉄板150×150』鉄板・ハンドルセット
⼀六鉄器『ロクミリ鉄板200×200』鉄板・ハンドルセッ
ト

幸田町おすすめ返礼品((有)アイワ技研)



提供者 ： 有限会社アイワ技研

キャンプサイトで大活躍のマ
ルチなスタンドです。一体物
となっており、組み立てや収
納をより簡単に行えるように
なっています。マットブラッ
クでの塗装加⼯。天板を乗せ
ることでテーブルにも。

内容： 素材：鉄
組み立て後サイズ：高さ37cm×幅40cm×奥行33cm
重量：約3.5kg

寄付金額：21,000円以上

提供者 ： 有限会社アイワ技研 提供者 ： 有限会社アイワ技研

アイアンスタンド

焚き火、薪ストーブをお使い
の⽅必見！アウトドアシーン
で活躍まちがいなしのハサミ
が登場。約500℃の耐熱塗装
で加⼯で、塗装が取れてしま
うことによるサビを防止。帆
布製の収納ケース付。

ウッド面と鉄製メッシュ面の
2way仕様。ぬくもりのある
天然木使用。反対側にするこ
とで、熱いものでも置くこと
ができます。両サイドには使
い勝手の良いフレームあり。

内容： 素材：はさみ(⿊皮鉄)、収納袋(帆布)
サイズ：全⻑49cm 重量：約0.6kg

内容： 素材：鉄、天然木
組み立て後サイズ：高さ31cm×幅73cm
重量：約5.5kg

寄付金額：34,000円以上 寄付金額：67,000円以上

提供者 ： 有限会社アイワ技研 提供者 ： 有限会社アイワ技研

⼀六鉄器『火ばさみ ⾓型』 ウッドアイアンテーブル ★NEW

内容： 素材：はさみ(⿊皮鉄)、収納袋(帆布)
サイズ：全⻑49cm 重量：約0.6kg

内容： 素材：はさみ(⿊皮鉄)、収納袋(帆布)
サイズ：全⻑49cm 重量：約0.6kg

寄付金額：32,000円以上 寄付金額：34,000円以上

焚き火、薪ストーブをお使い
の⽅必見！アウトドアシーン
で活躍まちがいなしのハサミ
が登場。約500℃の耐熱塗装
で加⼯で、塗装が取れてしま
うことによるサビを防止。帆
布製の収納ケース付。

焚き火、薪ストーブをお使い
の⽅必見！アウトドアシーン
で活躍まちがいなしのハサミ
が登場。約500℃の耐熱塗装
で加⼯で、塗装が取れてしま
うことによるサビを防止。帆
布製の収納ケース付。

⼀六鉄器『火ばさみ 平型』 ⼀六鉄器『火ばさみ 丸型』

幸田町おすすめ返礼品((有)アイワ技研)

品切れ中

品切れ中



洗車用純水器。5Lと10Lがございます。
【ストレーナー付きホースコネクター】
純水器からイオン交換樹脂の流出防止のため、ストレー
ナー付きホースコネクターは適宜、目視にて確認し、異物
がある場合は除去してください。
【使用上のお願い】
記載事項を順守せず生じた損害、製品の目的を逸脱したご
使用によって生じた損害につきましては、一切の責任を負
いかねますのでご承知ください。
本製品を⻑期的に安全にご使用いただくため、日常点検及
び定期点検を行ってください。
仕様・外観および部品などは、改善などのため予告なく変
更することがあります。ご了承ください。

内容：純水器本体1台、イオン交換樹脂
   コネクター付ホース

5L 寄附金額：63,000円以上

10L 寄附金額：79,000円以上

※本体及び、各部品のカラーは製造LOTにより画像と異なる場
合がございます。

幸田町おすすめ返礼品

天の丸 南星宮平日ペア宿泊券 ※数量限定 風の谷の庵 平日限定ペア宿泊券 ※数量限定

寄付金額：100,000円以上 寄付金額：281,000円以上

幸⽥町の遠峰山の頂上に佇む一軒宿。三河湾の大パノラマを
見渡す絶景を眺めながらの露天風呂は温もりもまた格別で
す。料理は三河の海の幸、山の幸を使った会席料理をご用意
致します。
※品切れの場合は御容赦ください。

幸⽥町の遠峰山の頂上に佇む一軒宿。三河湾の大パノラマを
見渡す絶景を眺めながらの露天風呂は温もりもまた格別で
す。今回は、離れの宿で露天風呂もついた客室をご用意しま
した。ご夕食、ご朝食もお部屋でのご用意で3密も回避できま
す。
※品切れの場合は御容赦ください。内容： 天の丸 南星宮平日限定1泊2食宿泊券

※有効期限は発効日より1年間
内容： 風の谷の庵 平日限定ペア1泊2食宿泊券

※有効期限は発効日より1年間

提供者 ： 銀河伝説煌めく天空の宿 天の丸 提供者 ： 銀河伝説煌めく天空の宿 天の丸

洗車用 純水器  ★ＮＥＷ

提供者：合同会社DK−works



幸田町おすすめ返礼品(くろやなぎ農園)

温室不要！初心者向け洋らん3種【秋田県・⻘森県・北海道・沖縄県配送不可】 ※期間・数量限定

寄付金額：14,000円以上

温室不要。最低気温が5℃あれば栽培可能な初心者向き
の3品種です。
※ディネマ ポリブルボンとDen.スターダスト"ファイ
ヤ ー バ ー ド "は 花 芽 付 き 株 と な り ま す 。 Den.ウ ェ ン
フェンは開花見込みの株となります。
※品種毎に栽培法が異なるので、簡単な栽培の手引きを
お付けします。
※発送先の最低気温が低い場合は、発送までにお時間を
いただく場合があります。

内容： ディネマ ポリブルボン 1鉢
Den.ウェン フェン 1鉢
Den.スターダスト"ファイヤーバード" 1鉢

提供者 ： くろやなぎ農園

愛らしいミニカトレア2種【秋田県・⻘森県・北海道・沖縄県配送不可】 ※期間・数量限定

寄付金額：14,000円以上

内容： C.ハワイアン スプラッシュ ”レア” 1株
C.ジュエル スター ”ハッピー フィールド” 1株

提供者 ： くろやなぎ農園

最低気温が7〜8℃あれば栽培可能な初心者向きのミニカ
トレア2品種です。
※ツボミ、又は、花芽付き株をお届け致します。
※品種毎に栽培法が異なるので、簡単な栽培の手引きを
お付けします。
※発送先の最低気温が低い場合は、発送までにお時間を
いただく場合があります。

⾹りが良い洋らんと株姿が良い洋らん【秋田県・⻘森県・北海道・沖縄県配送不可】 ※期間・数量限定 ★NEW

寄付金額：14,000円以上

ピンクの花が愛らしいレベッカノーゼン”ミッカビ”と、
株姿が面白いサンギニア。
※クロウェシア レベッカ ノーゼン ”ミッカビ”は花芽付
き株となります。マキシラリア サンギニア ”メルセデッ
ク ラバゴ”は開花見込みの株となります。
※品種毎に栽培法が異なるので、簡単な栽培の手引きを
お付けします。
※両品種共に、最低気温7〜8℃必要です。
※発送先の最低気温が低い場合は、発送までにお時間を
いただく場合があります。

内容： クロウェシア レベッカ ノーゼン ”ミッカビ” 1株
マキシラリア サンギニア ”メルセデック ラバゴ” 1株

提供者 ： くろやなぎ農園











※年内の申込は12/22までになりますので、それ以降はインターネットにてお申込みください。
（宛先）幸田町長

〒

　私は、次のとおり幸田町へ寄附を申込みます。

　金 円

※ 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、豊川信用金庫

　 碧海信用金庫、西尾信用金庫、蒲郡信用金庫、あいち三河農業協同組合

　2.　ゆうちょ銀行払込取扱票により納付（手数料無料）

　3.　幸田町役場窓口にて納付

　1.希望する　（カタログから選択しご記入ください。）

　 品名：

　

　

　2.希望しない

　1.公表を希望する 　2.公表を希望しない

　「寄附金税額控除に係る申告特例（ワンストップ特例）」に係る申告特例申請書を

希望されますか。　※確定申告をされる方は、「希望しない」を選んでください。

　1.希望する (1)生年月日：　　西暦　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日生

　　　　　　　　　　　 (2)性別：　　男　　　女

　※ワンストップ特例制度を希望される場合は、生年月日と性別が必要となりますのでご記入ください。

　2.希望しない

返礼品のお送り先を変更したい場合は、ご希望の送り先をご記入ください。

・幸田町のふるさと納税に、ご要望などがありましたらご記入ください。

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　【問合せ先】　幸田町役場 企画部 財政課 ふるさと納税担当
　　〒444-0192　愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林１番地１

　　TEL：0564-62-1111（代）　　　FAX：0564-63-5139　　　E-mail：zaisei@town.kota.lg.jp

電話番号 FAX番号

E-Mail

１　寄附申込金額

こうたふるさと寄附金申込書

ご住所

ふりがな

お名前

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　1.安全・安心に関する事業（防災、防犯、都市基盤整備等）　2.環境に関する事業（環境保全、ごみ処理等）

　3.産業振興に関する事業（農・商・工業の振興、観光振興等）　4.健康・福祉に関する事業（健康づくり、子育て支援、高齢者福祉等）

　5.教育・文化に関する事業（教育の充実、文化振興、スポーツ振興等）　6.協働・参画に関する事業（コミュニティ育成、男女協働参画等）

　7.特に指定なし（町長が必要と認める事業）　

２　寄附金の使い道
（希望先１つに○印を
お願いします。）

送り先
住所

送り先
氏名

〒

　1.幸田町の指定する金融機関※窓口にて納付書により納付（手数料無料）

　氏名・住所（市区町村まで）・寄附金額等を町ホームページで公表させていただきます。

４　返礼品の希望
（○印をお願いしま
す。）
※町外在住個人の方
に限ります。

５　寄附の内容等の公表
（○印をお願いします。）

６　ワンストップ特例制
度の利用　（○印をお
願いします。）

３　寄附の方法
（希望される納付方法
に○印をお願いしま
す。）

mailto:zaisei@town.kota.lg.jp

