
◆ポイントの有効期限は寄附申込日の属する年度を含み3年度の間とします。 
 （平成28年11月9日に寄附した場合、平成31年3月31日まで有効） 
◆ポイントの有効期限内であれば、ポイントの範囲内で複数のお礼の品を何点でもお選びいただけます。 
◆お礼の品を複数お選びいただいた場合はそれぞれの提供者より送付いたします。 
◆お礼品によっては、ご注文いただいてから数週間から数ヶ月かかる場合もございます。あらかじめご了承ください。 
◆季節限定品は申込時期によって品切れになる場合があります。その際は市からご連絡しますので、改めてお選びください。 
◆領収証明書、お礼状は別途、市から送付いたします。 
◆寄附者の個人情報は、ふるさと納税制度の事務以外には一切使用しません。 

 3万円以上ご寄附いただくとポイントが付
与され、ポイントに応じたお礼品を選ぶこ
とができます。３万円で６ポイント付与し、
寄附額が1万円増えるごとに2ポイントずつ
増えます（１万円未満は切り捨て）。  

寄附金額 ポイント 

 3万円以上4万円未満 6ポイント 

 4万円以上5万円未満 8ポイント 

 5万円以上6万円未満 10ポイント 

 6万円以上7万円未満 12ポイント 

 7万円以上8万円未満 14ポイント 

･･･以降、1万円増えるごとに2ポイント増える 

付与ポイント 

1P 

商品番号 A-001 

内容：キーホルダー1個 
提供：めがねミュージアム 

都道府県キーホルダー 
       【通年】 

石田縞名刺入れ 
【通年】 

内容：名刺入れ1個 
提供：(協)鯖江市繊維協会 

小鉢【通年】 

内容：鉢1個、化粧箱 
材質：木粉と樹脂の合成加工 
塗り：ウレタン塗装(食器洗 
   浄機対応) 
提供：越前漆器協同組合 

商品番号 A-002 商品番号 A-003 商品番号 A-004 

箸置き【通年】 

内容：箸置き1点 
材質：天然木 
塗り：漆塗装 
提供：越前漆器協同組合 

ポイントを使い切りたいという方のために、１ポイントのお礼品もご用意しています。 
眼鏡、繊維、漆器の３大地場産業の製品です。 

こだわり味じまん 
さばえ菜花米【通年】 

内容：米5kg 
提供：(株)コープさばえ 

ナスとお米のセット 
【6月下旬～8月下旬】 

 

内容：ナス5個、米2kg 
提供： (株)コープさばえ 

メロンとナスの 
  初夏限定セット 
【6月下旬～7月下旬】 

内容：メロン2個、 
   ナス3個 
提供： (株)コープさばえ 

産地直送！こだわり苺 
     【1月中旬～2月下旬】 

内容：苺4パック 
※完熟状態でのお届けとなりますので、お手元
に届きましたらお早めにお召し上がりください。 
提供：ふくおか農園 

福井の玄米100％ 
ヘルシーセット【通年】 

内容：玄米丸パン(プレーン・ 
   黒焼き)、 ベジフィレ・ 
   ミンチ、玄米ごはん    
   各1点 
提供： (株)コープさばえ 

さばえうまいもん三昧【通年】 

内容：漬物、黒豆、たくあん煮、ふきのとう、 
   人参ジャム、苺ジャム、ナス漬など 
提供：JAたんなん女性部 三代会 

3万円以上の寄附でお選びいただけます。３万円の寄附なら２点までお選びいただけま
す。季節の農産物やお酒、漆器製品まで幅広い品ぞろえです。 

3P 

商品番号 B-001 商品番号 B-002 商品番号 B-003 商品番号 B-004 

商品番号 B-005 商品番号 B-006 商品番号 B-007 

ヘルシー玄米麺セット 
【通年】 

内容：玄米うどん、 
   玄米生パスタ 各3袋 
提供：(株)コープさばえ 

平成２８年度の申込
は終了しました。 

平成２８年度の申込は
終了しました。 



サバエドッグセット【通年】 

内容：サバエドッグ6本、 
   豚むすび3個 
提供：ミート＆デリカささき 

メゾン・ド・レトワール 
 せいこがにのグラタン 
  【11月中旬～4月下旬】 

内容：グラタン2個 
提供：プリン専門店メゾン・ド・レトワ 
   －ル (株)ルク－ルエイトプラス 

メゾン・ド・レトワール 
 甘エビとペンネのグラタン【通年】 

内容：グラタン3個 
提供：プリン専門店メゾン・ド・レトワ－ル 
   (株)ルク－ルエイトプラス 

商品番号 B-008 商品番号 B-009 商品番号 B-010 

ヨーロッパンキムラヤの
しあわせパンセット 
【通年】 

内容：大福あんぱん・ブリオッシュ 
   各3個、梅えくぼ2個、ハーフ   
   食パン1斤、イカスミ、トレ 
   コンブロード、フランスパン、 
   アーモンドローフ 各1本 
提供：ヨーロッパンキムラヤ 

吉村のおかきセット
【通年】 

内容：サラダ鬼っ子2袋、 
   5種詰合せ、豆おか 
   き、6種詰合せ、海 
   鮮おかき、のり巻2 
   種 各１袋 
提供：(株)吉村甘露堂 

メゾン・ド・レトワール 
なめらかスイーツセット
【通年】 

内容：マンゴープリン、とみつ 
   金時プリン、水羊羹、ブ 
   ランマンジェ、パンナ 
   コッタ各1個 
提供：プリン専門店メゾン・ 
   ド・レトワ－ル (株)ル 
   ク－ルエイトプラス 

メゾン・ド・レト
ワール 濃厚カニグ
ラタン【通年】 

内容：グラタン3個 
提供：プリン専門店メゾ 
   ン・ド・レトワ－ 
   ル (株)ルク－ルエ 
   イトプラス 

商品番号 B-011 商品番号 B-012 商品番号 B-013 商品番号 B-014 

内容：間部最中10個、 
   さばえの夢7個 
提供：鯖江菓子組合 ボーノ夢菓房 

鯖江銘菓詰合せ【通年】 石田縞掛け軸【通年】 

内容：石田縞掛け軸1軸 
サイズ：約140㎜×620㎜ 
提供：(協)鯖江市繊維協会 

鯖江のなじみの地酒セット 
【通年】 

内容：梵・純米５５、華燭・上撰、 
   七ツ星・上撰 
   各1本、720ml 
提供：久保田酒店、酒のあかし 

商品番号 B-015 商品番号 B-016 商品番号 B-017 

商品番号 B-018 商品番号 B-019、B-020 

石田縞フォト掛け軸【通年】 

内容：石田縞フォト掛け軸1軸 
サイズ：約210㎜×400㎜ 
提供：(協)鯖江市繊維協会 

内容：カップ1客、化粧箱 
サイズ：87φ×87㎜ 
素材：木粉と樹脂の合成加工 
塗り：漆、刷毛手塗り 
提供：越前漆器協同組合 

B-019 

B-020 

フリーカップ（朱・溜） 
【通年】 

商品番号 B-021、B-022 

内容：マット１枚、化粧箱 
サイズ：424×300×5㎜ 
素材：中質繊維板 
塗り：ウレタン塗装、 
提供：越前漆器協同組合 

ランチョンマット（金・銀）
【通年】 

B-022 B-021 

商品番号 B-023 商品番号 B-026 

夫婦箸【通年】 

内容：箸2膳、桐箱 
サイズ：225㎜ 
素材：木製 
塗り：ウレタンと漆の混合塗装 
提供：越前漆器協同組合 

商品番号 B-024、B-025 

内容：小物入れ1個、化粧箱 
サイズ：102φ×63㎜ 
素材：木粉と樹脂の合成加工 
塗り：ウレタン塗装(食器洗浄機対応) 
提供：越前漆器協同組合 

B-024 

B-025 

小物入れ（朱・白）【通年】 手鏡【通年】 

内容：鏡1個、布袋 
サイズ：76φ×9㎜ 
素材：木製 
塗り：漆、刷毛手塗り 
提供：越前漆器協同組合 



ラポーゼかわだ 
利用券【通年】 

内容：利用券6枚 
提供：(株)清水会 

三六温泉 神明苑 
ギフト券【通年】 

 

内容：ギフト券6枚 
提供：(社福)福授園 

「さばにゃん」グッズ【通年】 「ちかもんくん」グッズ【通年】 

内容：クリアファイル（大1枚・小2枚）、 
   ハンカチ（緑・桃1枚）キーホル 
   ダー1個、近松読本3冊セット 
提供：鯖江市まなべの館 

内容：ぬいぐるみ1個、キーホルダー1 
   個、マグカップ1個、ファイル1枚 
提供：(株)サビデンキ 

IchigoJam組み立て
セット【通年】 

内容：IchigoJamプリント基板キット、 
   PS/2キーボード、ゲーム、USB 
   ケーブル、SB電源 各1点 
提供：(株)jig.jp 

「和紙乃華」コサージュセット
【通年】 

内容：コサージュ1個、箱 
サイズ：箱170㎜×140㎜×70㎜、  
    コサージュ70φ 
提供：AI・LI(あいりぃ) 

サバエ・シティーホテ
ル利用券【通年】 

内容：利用券3枚 
提供：サバエ・シティーホテル 

5P 3万円以上の寄附でお選びいただけます。３万円の寄附なら1点お選びいただけます。 
プリンや漆器製品など、3品の中からお選びください。 

商品番号 B-027、B-028 

コンパクトミラー（銀・朱） 
【通年】 

内容：1個、化粧箱 
サイズ：68×70×11mm 
素材：樹脂製品 
塗り：ウレタン塗装 
提供：越前漆器協同組合 

B-027 

B-028 

商品番号 B-029 商品番号 B-030、B-031、B-032 

B-030 

B-031 

内容：USBメモリ１個 
容量：16GB 
提供：(有)山口工芸 

B-032 

商品番号 B-033 商品番号 B-034 商品番号 B-035 商品番号 B-036 

商品番号 B-037、B-038 

内容：スタンプ5個、紙製ケース 
捺印サイズ：21mm×21mm 
提供：ROSE SOTNE 

ほめほめスタンプ（A・B） 
【通年】 

商品番号 B-039 商品番号 B-040 

商品番号 C-001 

マンゴープリンと福井県産プリン
の詰合せ【通年】 

内容：梅プリン、梅チーズプリン、黒蜜 
   きなこプリン、マンゴープリン  
   各2個 
提供：プリン専門店メゾン・ド・レトワ 
   －ル (株)ルク－ルエイトプラス 

商品番号 C-002 

ペアカップ【通年】 

内容：カップ2客、コースター2枚 
サイズ：カップ89φ×90mm、 
    コースター110×110mm 
素材：木粉と樹脂の合成加工品 
塗り：漆塗装、沈金の加飾 
提供：越前漆器協同組合 

商品番号 C-003 

手書き蒔絵ボールペン【通年】 

内容：1本、化粧箱 
サイズ：15×12φ×140mm 
素材：真鍮 
塗り：ウレタン塗装、カシュー塗装、磨 
   き蒔絵の加飾 
提供：越前漆器協同組合 

Hacoa木製USBメモリ「ショコラミニ」
（メープル・チーク・ローズウッド）
【通年】 

鯖江の地酒・大吟醸セット
【通年】 

内容：梵 特撰純米大吟醸、華 
   燭 大吟醸、七ツ星 大吟 
   醸 各1本、720ml 
提供：久保田酒店、酒のあかし 

5万円以上の寄附でお選びいただけます。 
老眼鏡やペアの漆器製品、雑貨など、贈り物としても喜ばれる一品です。 

梵 夢は正夢【限定】 

内容：梵 夢は正夢 1本 
   1,000ml 
提供：加藤吉平商店 

華燭 大吟醸 
 滴(したたり)【限定】 

内容：華燭 大吟醸 
   滴 1本 
   1,800ml 
提供：豊酒造 

七ツ星 大吟醸 
 翔(はばたき)【限定】 

内容：七ツ星 大吟醸 
   翔 1本 
   720ml 
提供：井波酒造 

10P 

商品番号 D-001 商品番号 D-002 商品番号 D-003 商品番号 D-004 



飯椀ペア【通年】 

内容：飯椀2客、化粧箱 
サイズ：130φ×59㎜ 
素材：木製 
塗り：漆、刷毛手塗り 
提供：越前漆器協同組合 

汁椀ペア【通年】 

内容：汁椀2客、化粧箱 
サイズ：120φ×75㎜ 
素材：木製 
塗り：漆、刷毛手塗り 
提供：越前漆器協同組合 

夫婦飯椀【通年】 

内容：飯椀2客、 
   化粧箱 
サイズ：135φ×53㎜、135φ×58㎜ 
素材：木製 
塗り：漆、刷毛手塗り、 
   輸入品国内塗り再加工 
提供：越前漆器協同組合 

ハート汁椀ペア【通年】 

内容：汁椀2客、 
   化粧箱 
サイズ：110φ×70㎜ 
素材：木製 
塗り：漆、刷毛手塗り、 
   輸入品国内塗り再加工 
提供：越前漆器協同組合 

コーヒーカップペア 
【通年】 

内容：カップ2個 
   化粧箱 
サイズ：85×110×65㎜ 
素材：木製 
塗り：漆、刷毛手塗り、輸入品 
   国内塗り再加工 
提供：越前漆器協同組合 

バタフライルーペ＆ミラー（ラベン 
ダー・ストロベリー・フォレストグリーン） 
【通年】 

商品番号 D-005 

Paperglass（ペーパーグラス）【通年】 

商品番号 D-006、D-007、D-008 

D-006 D-007 D-008 

商品番号 D-009 

商品番号 D-010 商品番号 D-011 商品番号 D-012 商品番号 D-013 

越前塗蒔絵筆ペン 
（朱・黒）【通年】 

内容：筆ペン1本、替え芯 
   2本、桐箱 
サイズ：13φ×172㎜ 
素材：竹   塗り：漆 
提供：越前漆器協同組合 

商品番号 D-014、D-015 

D-014 

D-015 

内容：老眼鏡1本、 
   専用ケース 
サイズ：横155㎜×縦40㎜ 
    ×つる145㎜ 
    （収納時2㎜） 
型・色・度数をお選びください。 
型：オーバル、スクエア、アンダーリム 
色：ゴールド、シルバー、グレー、ピンク、レッド 
度数：＋1.50、＋2.00、＋2.50、＋3.00 
提供：鯖江ギフト組 

内容：ルーペ１個、布袋 
サイズ：127㎜×56㎜×4㎜ 
素材：アセテート（本体）、光学ガラス、 
   高透過銀引ミラー 
提供：鯖江ギフト組 

木製壁掛け時計（シナクリア・シ 
ナブラウン・ウォールナット・ 
黒檀）【通年】 

内容：壁掛け時計1点 
サイズ：290㎜×50㎜ 
    ×290㎜ 
提供：(株)ヤマト工芸 

IchigoJamスペシャルセット【通年】 

内容：IchigoJam  
   Get Started  
   Kit 1点（PS/2 
   キーボード、解説書、microUSBケーブル、ビ 
   デオケーブル付属）、ゲーム13本、USB電源 
   1点、IchigoJamプリント基板キット1点 
提供：㈱jig.jp 

商品番号 D-016、D-017、D-018、D-019 

D-016 D-017 

D-018 D-019 

商品番号 D-020 

カレーセット 5組【通年】 

内容：椀、スプーン、小鉢 各5セット、化粧箱 
サイズ：356×162×63㎜、88φ×61㎜ 
素材：木粉と樹脂の合成加工品（椀）、樹脂製品（小鉢） 
塗り：漆、刷毛手塗り 
提供：越前漆器協同組合 

眼鏡引換え券 梅【通年】 

めがねミュージアムおよびGLASS GALLERY291にご来店い
ただき、店内の眼鏡と引き換えることができます。 
（例：眼鏡1本） 
提供：めがねミュージアム、GLASS GALLERY 291 

25万円以上の寄附でお選びいただけます。 
市の産業を代表する眼鏡、漆器の製品などを取りそろえました。 

50P 

商品番号 E-001 商品番号 E-002 

コーヒー椀 5組【通年】 

内容：椀皿各5客、化粧箱 
サイズ：143φ×96㎜ 
素材：椀…木製、皿…樹脂製品 
塗り：漆、刷毛手塗り 
サイズ：143φ×96㎜ 
提供：越前漆器協同組合 

雑煮椀 5組（朱・黒）【通年】 

内容：椀5客、化粧箱 
サイズ：130φ×115㎜ 
素材：木製 
塗り：漆、刷毛手塗り 
提供：越前漆器協同組合 

商品番号 E-003、E-004 商品番号 E-005 

E-003 E-004 



眼鏡引換え券 竹【通年】 夫婦食卓セット【通年】 

内容：敷膳（根来、溜）各1枚、飯椀（朱・溜）各1客、 
   汁椀（茜朱、消黒）各1客、カップ2客、 
   平皿2枚、大鉢（朱・溜）各1個、箸2膳、はしおき2個、スプーン2個 
サイズ：敷膳…425×300×8㎜、飯椀…107φ×52㎜、汁椀…116φ×70㎜、カップ…81φ×106㎜、 
    平皿…177×177×37㎜、大鉢…222×255×109㎜、箸…235㎜、スプーン…193×32㎜ 
材質：敷膳・飯椀・汁椀・カップ・箸…木製 
   平皿・大鉢…木粉と樹脂の合成加工品  スプーン…アクリル樹脂製品 
塗り：敷膳…ウレタン塗装 飯椀…漆、堅地仕上げの下地、刷毛手塗り 汁椀・大鉢(溜)・箸…漆   
   平皿・大鉢(朱)…漆、刷毛手塗り カップ…ウレタンと漆の混合塗装、輸入品国内塗り再加工 
提供：越前漆器協同組合 

敷膳から椀、箸、盛皿まで、食卓で必要な
“うつわ”をそろえました。 

めがねミュージアムおよびGLASS 
GALLERY291にご来店いただき、 
店内の眼鏡と引き換えることがで 
きます。（例：眼鏡2本） 
提供：めがねミュージアム、 
   GLASS GALLERY 291 

50万円以上の寄附でお選びいただけます。 
市の産業を代表する眼鏡、漆器の製品などを取りそろえました。 

100P 

商品番号 F-001 商品番号 F-002 

商品番号 F-003 

鋼の印鑑 gene（ジェーネ）【通年】 

内容量：印鑑1点 
サイズ：12mm、13.5mm、15mm 
※サイズをお選びいただけます。彫り方など 
 は、改めてお礼品提供者からご連絡します。 
※正式ご発注から約１週間～１０日程でお届 
 けいたします。 
提供：ROSE SOTNE 

商品番号 F-004、F-005、F-006、F-007 

内容量：キーボード、マウス 各1点 
 F-004…メープル×メープル、F-005…メープル×ウォールナット 
 F-006…ウォールナット×メープル、F-007…ウォールナット×ウォールナット 
サイズ：キーボード…W410×D140×H20mm 
    マウス…W59×D97×H28mm、USBケーブル…約1m 
対応OS：Windows10/8.1/8/7/Vista 
提供：(有)山口工芸 

Hacoa キーボード・マウスセット 
 （メープル・ウォールナット）【通年】 

キーボード メープル 

ウォール 
  ナット 

マウス 
ウォール 
  ナット 

メープル 

150P 75万円以上の寄附でお選びいただけます。 
市の産業を代表する眼鏡、漆器の製品など、プレミアムなお礼品ばかりです。 

商品番号 G-001 商品番号 G-002 

眼鏡引換え券 松【通年】 

めがねミュージアムおよびGLASS GALLERY291に
ご来店いただき、店内の眼鏡と引き換えることがで
きます。（例：フルオーダー眼鏡1本） 
提供：めがねミュージアム、GLASS GALLERY 291 

数ある眼鏡から あなたに似合う１本を 
オリジナル腕時計ペア【通年】 

伝統の匠の技で仕上げられる独特の風合いのある蒔絵時計。一つ
一つ丁寧に漆塗りや純金、螺鈿をふんだんに使用し、蒔絵を施し
ます。写真やイメージなどのオリジナリティあふれるデザインを
形にしますのでご連絡ください。 
提供：越前漆器協同組合 

文字盤というキャンバスに広がる 個性と伝統の技 

イメージ 

人物の似顔絵
も可能です。 
←牧野市長 

職人が手塗り
で絵付けをし
ます。 

商品番号 E-006 誕生石入り宝石印鑑【通年】 

内容：印鑑1点 
サイズ：12mm、13.5mm 
※サイズ、誕生石の種類をお選びいただけます。彫り
方などは、改めてお礼品提供者からご連絡します。 
※正式ご発注から約１週間～１０日程でお届けいたし
ます。 
提供：ROSE SOTNE 

1月：ガーネット 
2月：アメジスト 
3月：アクアマリン 
4月：ダイアモンド 
5月：エメラルド 
6月：ムーンストーン 

イメージ 

7月：ルビー 
8月：ペリドット 
9月：サファイア 
10月：トルマリン 
11月：トパーズ 
12月：タンザナイト 

誕生石について 


