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お礼品に関する詳細な情報は
【ふるさとチョイス】【さとふる】【ANAのふるさと納税】【楽天ふるさと納税】をご覧ください。
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県
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江
市



＼鯖江市にふるさと納税による寄附をお願いします！／

01

① クレジットカード（手数料不要）

… ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「さとふる」「ANA」「楽天ふるさと納税」から

クレジットカードによる寄附ができます。

・「ふるさとチョイス」ではクレジットカードのほか、Amazon PayやPay-easy、携帯電話会社の代理

決裁、コンビニ決済などもご利用いただけます。

・「さとふる」では、Yahoo！ショッピングアプリとの連動でPayPay残高にて支払いすることができます。

② 払込票、納付書（手数料不要）

… ゆうちょ銀行指定の払込票、または鯖江市指定金融機関の納付書(県内のみ有効)をお送りしますので、

裏表紙の問合先までご連絡ください。

③ 口座振込、現金書留（手数料、郵送料等は寄附者負担）

… 寄附を行う前に、裏表紙の問合先までご連絡ください。

確定申告が不要な給与所得者等でふるさと納税先団体が５団体以内の場合は、

ふるさと納税をした団体に特例申請をすることで、ふるさと納税にかかる寄附金の控除が受けられます。

ワンストップ特例制度を希望される場合は、ふるさと納税時にお申し出ください。

また、控除の上限額等の見込みなどは、お住まいの市区町村の税務担当課にご相談ください。

鯖江市にふるさと納税寄付を行う方法

ふるさと納税ワンストップ特例制度

＊ お礼品は、それぞれの提供者から発送します。

＊ お礼品の指定をいただいてから発送まで、数週間から数ヶ月かかる場合もございます。

＊ 限定商品や季節品、農産物などは、天候等の理由により品切れになる場合があります。

＊ 寄附証明書については、お礼品とは別に鯖江市からお送りします。

＊ 寄附者の個人情報は、ふるさと納税の事務以外には一切使用いたしません。
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少女たちの憧れ、石田縞から最先端繊維へ

古くから織物の産地としても有名な鯖江市。江戸時代後

期から明治時代にかけ、石田縞は学校の制服として採用

され、女学生たちにとって憧れの着物でした。大正時代

には洋服が普及したことで、その生産はいったん縮小し

たものの、現代では“幻の織物”としてよみがえり人気が

高まっています。また、高度な技術と蓄積された経験を

生かし、医療や環境などの産業資材分野にも進出し、近

年では強度が高く超軽量の炭素繊維分野で活躍する企業

もあり、繊維のまちさばえは進化し続けています。

1500年の歴史を誇る越前漆器

鯖江市河和田地区を中心に作られ、国の伝統的工芸品

としても名高い越前漆器。

その起源は約1500年前、継体天皇がその出来栄えに感

動し、漆器づくりを奨励したことがはじまりだと言わ

れています。

最近では食器洗浄機や電子レンジにも使用可能な食器

の開発のほか、パソコンの周辺機器や時計、文具など

の雑貨を手がける事業所もあり、伝統の技が幅広い分

野に生かされています。

さばえといえば眼鏡

鯖江市は国内産のメガネフレームの96％以上を製造する眼鏡産地の中心。明治38年、増永五左衛門が農閑期の

収入源として大阪や東京から職人を招き、眼鏡の製造技術を伝えたことが始まりとされています。

産地は1980年代に、世界初のチタン製メガネフレームの量産化に成功。

チタン製フレームは軽量かつ耐久性に優れ、生体安全性に優れることから今や世界標準になっています。

近年では長年のメガネ製造で培った金属加工技術を生かし、医療やスマートグラス等の分野にも進出しています。

＼めがねのまち さばえ をご紹介します！／

鯖江市は福井県のほぼ中央に位置し、北は福井市、南は越前市に隣接する人口約7万人のまちです。

眼鏡、繊維、漆器を三大地場産業とするものづくりや、オープンデータをはじめとしたIT技術の導入など、

さまざまな特色を持ち、ものづくりのまちとして今もなお発展しつづけています。

また、つつじの名所として知られる「西山公園」やレッサーパンダが人気の「西山動物園」があるほか、

伝承野菜「吉川ナス」や市内に点在する「さばえスイーツ」など、数え切れない魅力があふれています。
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田中フォーサイト

D-04901

眼鏡 1点 (2種類 各3色)
紫外線やブルーライトから目を守る、眼鏡の上からでも
かけられるアイケア商品

MAVSIC９(マブシックナイン)

ｴﾚｶﾞﾝﾄ型 ：ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ・ﾁｮｺﾌﾞﾗｳﾝ、ﾎﾞﾙﾄﾞｰ・ﾗｲﾄｺﾞｰﾙﾄﾞ
ｴﾚｶﾞﾝﾄ型： ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ・ｳｫｰﾑｸﾞﾚｰ
ｽﾎﾟｰﾃｨｰ型：ﾌﾞﾗｯｸ・ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ、ﾌﾞﾗｳﾝ・ｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ・ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

寄附金額

40,000円

b.オーバル

a.スクエア

㈱前澤金型寄附金額

20,000円

眼鏡 １点
最新技術と伝統技術が融合して生まれた世界初の
プライバシー保護眼鏡プライバシーバイザーを
スタイリッシュに改良

B-07501

型：オーバル (フレーム：ワイン×ダークブラウン)
型：スクエア (フレーム：ネイビー×ブラック)

プライバシーバイザー2ndモデル

㈱ホプニック研究所寄附金額

30,000円

NeoContrast(夜用サングラス)

C-07401

サングラス １点 (男女兼用)
イエローカットの夜間視界を良くするサングラス
幅144mm未満の眼鏡の上から装着できます

E-00101

㈱乾レンズ

a.クリア b.スモーク c.ブラウン

d.クリア e.ピンク f.ブラウン

オールタイムサングラス

サングラス 1点 (男性用/女性用 各3色)
ブルーライトもカットできる常用使いできるサングラス

男性用(チタン)：クリア、スモーク、ブラウン
女性用(チタンF)：クリア、ピンク、ブラウン

寄附金額

50,000円

a.ブラック b.ホワイト c.ブルー d.レッド

エアフライ キッズ用 サングラス 1点（全4色）

D-03702

G-03702

a.ブラック b.ホワイト

F-03702※ レディース(2色) 

㈱ジゴスペック

『2019年版』エアフライ

世界特許取得済のノーズパッドレスのスポーツサングラス。
サイドパッドで装着するので鼻骨に圧迫感がなくスポーツ時にもずれません。
最新型・偏光レンズ版では、軽さ・柔軟性・フィット感が改良されました。UVカット率は99％以上！
・キッズ ブラック、ホワイト、ブルー、レッド
・通常レンズ版 男女兼用 (ブラック、ホワイト、ブルー) 、レディース (ブラック、ホワイト)
・偏光レンズ版 男女兼用 (ブラック、ホワイト、ブルー) 、レディース (ブラック、ホワイト)

エアフライ通常レンズ版 サングラス

F-03701※ 男女兼用(3色)

エアフライ偏光レンズ装着版 サングラス

G-03701

寄附金額 40,000円

寄附金額 55,000円

寄附金額 75,000円

a.ブラック b.ホワイト c.ブルー

a.ブラック b.ホワイト c.ブルー

※ 男女兼用(3色)

※ レディース(2色) 

a.ブラック b.ホワイト

【MADE IN JAPAN フレームの96％を生産する鯖江市】

伝統の技を受け継いだ職人によって作られる眼鏡は、日本の優れたものづくり技術のひとつ。

眼鏡の素材であるアセテート材やチタンを使ったユニークな小物も次々と生まれています。
眼鏡

＼さばえといえば／
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エアフライ

・エアフライ 標準（ネイビーブルー、マットブラック、ワインレッド、ブラック） スモール（ブラック、ホワイト）
・最新型 ホワイト、ブラック、クリアグレー、ピンク
・偏光レンズ版 ホワイト、ブラック、クリアグレー、ピンク
・ワイド偏光レンズ版 ブルー、ゴールド、ブラック

世界特許取得済のノーズパッドレスのスポーツサングラス。サイドパッドで装着するので鼻骨に圧迫感がなくスポーツ時にもずれません。
最新型・偏光レンズ版では、軽さ・柔軟性・フィット感が改良されました。UVカット率は99％以上！

a.ネイビーブルー b.マットブラック c.ワインレッド d.ブラック

e.ブラック f.ホワイト

b.ブラックa.ホワイト c.クリアグレー

d.ピンク

a.ホワイト b.ブラック c.クリアグレー d.ピンク

㈱ジゴスペック

D-03701

G-03703

F-03703サングラス 1点 (全4色)

エアフライ

寄附金額 55,000円

サングラス 1点 (全4色)

エアフライ偏光レンズ装着版

寄附金額 75,000円

サングラス 1点 (標準4色、スモール2色)

エアフライ

寄附金額 40,000円

G-03704

エアフライ偏光レンズ装着版

ワイドビューサングラス 1点 (全3色)

寄附金額 75,000円

a.ブルー b.ゴールド c.ブラック

new

眼鏡

＼さばえといえば／

山吹重 G-05703

Paper glass (ペーパーグラス) 四季 オーバル

老眼鏡 1点 (専用ケース入 型、色、度数をお選びいただけます)

折りたたむとフラットになり、開くとダイナミックなフォルムが現れます

薄さだけではなく、機能性やデザインにもこだわった、人前で自慢してかけられるスマートなシニアグラス

です。

度数：+1.0、+1.50、+2.00、+2.50、+3.00 、+3.50、+4.00 からお選びください

㈱西村プレシジョン寄附金額 65,000円

青竹 G-05701

紺碧 G-05702

スクエア D-05702

Paper glass (ペーパーグラス) Nスタ

老眼鏡 1点 (専用ケース入 型、色、度数をお選びいただけます)

折りたたむとフラットになり、開くとダイナミックなフォルムが現れます

薄さだけではなく、機能性やデザインにもこだわった、人前で自慢してかけられるスマートなシニアグラスです。
色：スクエア
a.ネイビー b.ブラウン c.ブラック d.ゴールド e.シルバー
色：スクエア
a.レッド b.ピンク c.ライトブルー d.ゴールド e.シルバー

度数：+1.0、+1.50、+2.00、+2.50、+3.00 、+3.50、+4.00 からお選びください

㈱西村プレシジョン寄附金額 40,000円

オーバル D-05701

new new
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A-04801

(同)匠市

ピンズ 1点
メガネホルダーになるおしゃれなピンバッジ
PC用メガネやリーディンググラス、職場や家庭などシーンに
関係なく使用できます 柄と色は届いてからのお楽しみ！

メガネピン

サイズ：45×16×4㎜(ピン・タックを含めると11㎜)

寄附金額

10,000円

笛 1点（全10色）
メガネの素材でつくった防災防犯用の笛
香水の瓶をモチーフにしたボトルシリーズ
毎日身に着けられるようなシンプルなデザイン
色：クリスタル、クリーム、ベージュ、アクア、イエロー
色：ピンク、ミント、ラベンダー、ネイビー、アンバー

Effe(エッフェ) bottle prism

A-07001

プラスジャック㈱

ク
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タ
ル
▼
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ー
ム

▼

ベ
ー
ジ
ュ
▼

ア
ク
ア
▼

イ
エ
ロ
ー
▼

a.

b. c.
d.

e.

▲

ピ
ン
ク

▲

ミ
ン
ト

▲

ラ
ベ
ン
ダ
ー

▲

ネ
イ
ビ
ー

▲

ア
ン
バ
ー

f. g. h. i. j.

寄附金額 10,000円

笛 1点（全10色）
メガネの素材でつくった防災防犯用の笛
香水の瓶をモチーフにしたボトルシリーズ
毎日身に着けられるようなシンプルなデザイン

Effe(エッフェ) bottle colum

色：クリスタル、クリーム、ベージュ、アクア、イエロー
色：ピンク、ミント、ラベンダー、ネイビー、アンバー

A-07002

a.クリスタル

b.クリーム

c.ベージュ

d.アクア

e.イエロー

ｈラベンダー

f.ピンク

g.ミント

j.アンバー

i.ネイビー

寄附金額

10,000円
プラスジャック㈱

笛 1点（全5色）
〈bottle prism〉のミルキーカラーシリーズ
落ち着いた色味が大人っぽく、暖かみがあります

Effe(エッフェ) milky

色：ピンク、ブルー、ラベンダー、ベージュ、ミント
サイズ：40×8×8㎜(笛)、60㎝(チェーン)

A-07003

a.ピンク

b.ブルー

c.ラベンダー

d.ベージュ

e.ミント

寄附金額

10,000円
プラスジャック㈱

a.市松 c.螺旋 e.梅b.縞 d.枝垂桜 f.松竹

B-02101

㈱ケイプラス

箸 1膳 (全6種)
純チタン製の軽くて丈夫な箸
おしゃれな装飾が施されています
腐食に強いので、長く愛用いただけます

福井かつき箸

種類：市松、縞、螺旋、しだれ桜、梅、松竹
サイズ：225mm

寄附金額 20,000円

笛 1点（全26文字）
イニシャルで選べるようにつくられたアルファベットシリーズ
裏面は透明なので、笛の構造が見えるようになっています
お好きなアルファベットをお知らせください。

Effe(エッフェ) alphabet

サイズ：35×16-35×7㎜

A-07006

プラスジャック㈱寄附金額 10,000円

笛 1点（全7柄）
小さな子どもたちにも安全を届けたいという思いから生まれた
アニマルシリーズ

Effe(エッフェ) pensiero

柄：パンダ（正面、横歩き、寝転がり、横座り）
柄：ヒツジ、ハリネズミ、ネコ

A-07005

プラスジャック㈱

f.ハリネズミ

a.パンダ

(正面)

b.パンダ

(横歩き)

c.パンダ

(寝転がり)

d.パンダ

(横座り)

e.ヒツジ
g.ネコ

寄附金額 10,000円

眼鏡

＼さばえといえば／

A-01701

㈱キッソオ

爪きり 1点
アセテート材のおしゃれなツメキリ
巾着付で外出先でもお手入れが可能
色・柄は届いてからのお楽しみ！

鯖江ツメキリ

サイズ：65×14×12mm

寄附金額

10,000円

a.ライオン

b.パンダ

c.オオカミ

A-01702

㈱キッソオ

ピンズ 1点 (全3種)
めがね素材を重ね合わせて作成された、
独特な立体感のあるコミカルで上品な動物モチーフの
ピンズです

柄：ライオン、パンダ、オオカミ

アニマルピンズ

寄附金額

10,000円

f.ミント
×ピンク

a.ネイビー
×ミント

b.ピンク
×ブルー

c.パープル×ミント

d.ブルー
×イエロー

e.ホワイト
×ブルー

g.イエロー
×パープル

笛 1点（全7色）
色を2色組み合わせたキャンディーシリーズ
マット仕上げで、砂糖菓子のような質感に

Effe(エッフェ) candy

色：ネイビー×ミント、ピンク×ブルー、パープル×ミント、ブルー×イエロー

色：ホワイト×ブルー、ミント×ピンク、イエロー×パープル

A-07004

プラスジャック㈱寄附金額

10,000円



㈱乾レンズ

ペンダント型ルーペ 1点 (全3色)
キラキラと胸元で輝くペンダント型ルーペレンズには
色付きの多層コーティングが施され、
服の色によってレンズの色が変わります

色：ライトブルー、ライトオレンジ、ライトパープル

B-00101

b.ライトパープル

c.ライトオレンジ

a.ライトブルー

ドロップルーペ・ドルチェ

寄附金額 20,000円㈱乾レンズ

Shioloupe(シオルーペ)

ルーペ 1点 (全6色)
しおりとルーペがひとつになったオシャレなメガネ型ルーペ
本などを読むときにはルーペとして、読み終わったらそのページに挟んでしおりとして使えます
眼鏡素材のチタン製だから、軽く、丈夫で錆びません
色：シルバーチタン、ターコイズ、ピーチ、ライム、カフェ(ボーダー)、チョコ(ボーダー)
サイズ：106×28×5㎜ 倍率：約2倍 本体：チタン レンズ：光学用非球面プラスチックレンズ

A-00102
a.カフェ b.チョコ

A-00101

a.シルバーチタン b.ターコイズ

d.ライムc.ピーチ

寄附金額

10,000円

北陸ベンディング

ルーペ (全3色)
眉骨で支えるタイプの拡大鏡
疲れず痛くならず、やさしい掛け心地です

色：プレーン(シルバー)、ブラック、ピンクゴールド
倍率：1.6倍(標準)、2.0倍

E-07201

さばえルーペ

寄附金額

50,000円

ルーペ 1点 (全3色)
優雅に羽ばたく蝶のようなルーペ&ミラー
ルーペの拡大率は字が読み見やすい1.7倍で、
折りたたむと鏡が約8倍の拡大鏡になります

色：ラベンダー、ストロベリー、フォレストグリーン

D-00101

㈱乾レンズ

a.ラベンダー

b.ストロベリー

c.フォレストグリーン

バタフライルーペ＆ミラー

寄附金額

40,000円

B-00401

㈱岩佐眼鏡

メガネ型ルーペ 1点 (全3色)
伝統技術を受け継いだ職人がひとつひとつ
手作業でつくった、実用性とデザイン性を追及した
ペンダント型ルーペ

ÇAVA？(サヴァ)ルーペ

カラー：茶枠、黒枠、白枠
倍率：+2.50、+3.50

寄附金額

20,000円
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一般社団法人 福井県眼鏡協会

「めがねミュージアム(鯖江市)」または「GLASS GALLERY291(東京都港区南青山)」
「さばえめがね館（Ｒ3.7月現在、全国9店舗）」および市内眼鏡小売店等の業務提携
ショップにご来店いただき、店内にある多くの眼鏡と引き換えることができます。
業務提携ショップは福井県眼鏡協会（0778-52-9111）にお問い合わせください。

※上限金額があります プラチナ：100,000円相当 ゴールド ： 70,000円相当
パール ： 50,000円相当 シルバー ： 30,000円相当

ブロンズ ： 20,000円相当 期限：ご注文いただいてから約1年間

眼鏡引換券

めがね引換券〔プラチナ〕

P-06401

めがね引換券〔ゴールド〕

O-06401

めがね引換券〔シルバー〕

H-06401

寄附金額 340,000円

寄附金額 240,000円

寄附金額 100,000円スクエアモデル

G-04201

サングラス 136Glass

㈲サンカラー

サングラス 1点 (全14種類)
軽い、丈夫、傷がつきにくい、抜群の透明度、ひずみが無い！
次世代ハイブリットレンズ「3SL Lens」を使用した鯖江産サングラス

a.ゴールド/グリーン b.シルバー/グレー c.サテンシルバー

/ライトグレー

d.シルバー/ブルーミラー e.ブラックゴールド/グレー f.ゴールドブラック/ライトグレー

i.ブラック

/グリーンミラー

h.ブラック

/ブラウン

g.サテンシルバー

/ライトグレー

j.シルバー/グレー k.ブラック/ライトグレー

ドロップモデル

寄附金額 80,000円

・ドロップモデル(フレーム/レンズ)
ゴールド･グリーン、 シルバー･グレー、 サテンシルバー･ライトグレー、 シルバー･ブルーミラー
ブラックゴールド･グレー、 ゴールドブラック･ライトグレー

・スクエアモデル(フレーム/レンズ)

サテンシルバー･ライトグレー、 ブラック･ブラウン、 ブラック･グリーンミラー、 シルバー･グレー

ブラック･ライトグレー

眼鏡

＼さばえといえば／

めがね引換券〔パール〕

M-06401

寄附金額 170,000円

寄附金額 70,000円
めがね引換券〔ブロンズ〕

G-06401



a.朱

b.溜

07

A-08401

㈱山崎漆器商会

椀 1点 (全2色）
絶妙なバランスでぼかし塗りを施した趣のある大ぶりの椀
口当たりのよい羽反りタイプ

色：内黒、内朱

美しい椀 かすみ

a.内黒

b.内朱

寄附金額

10,000円

A-00807

越前漆器協同組合

カップ 1点 (全2種)
軽くて手になじむ大きさで、湯飲みやビアカップとして
お使いいただけます
溜塗は時とともに漆の透明度が増します

塗：朱塗り、溜塗り サイズ：φ87×87mm

フリーカップ

寄附金額

10,000円

A-00802

越前漆器協同組合

カップ 1点（全5色）
ねこ柄のかわいいマグカップ
色違いとなっていますので、ご家族揃ってお使いください

マグカップねこ

色：朱、溜、ピンク、ブルー、洗朱

a.朱

e.洗朱

c.ピンク

d.ブルーb.溜

寄附金額

10,000円

a.朱

b.黒

越前漆器協同組合

小箱 1点（全2色）
素敵な金箔の牡丹が描かれている小箱
アクセサリーを入れてもよし、お菓子を入れてもよしと、
使い方は自由です

色：朱、黒

小箱 金箔牡丹

A-00801

寄附金額

10,000円

A-00803

越前漆器協同組合

汁椀 1点（全7色）
桜柄のかわいい漆塗りの汁椀です
色違いとなっていますので、ご家族揃ってお使いください

色：朱、溜、ピンク、ブルー、洗朱、ベージュ、黄

桜カラー汁椀

a.朱

b.ピンク c.溜

d.ブルー

e.洗朱

f.ベージュ

g.黄色

寄附金額

10,000円

A-00804

越前漆器協同組合

盆 1点
朱色地に雪花模様のかわいい小判盆
小さいお盆は何かと便利♪
さまざまな用途にお使いください

サイズ：302×195×15mm

雪花紋 朱 小判盆

寄附金額

10,000円

a.銀

b.朱

A-00806

越前漆器協同組合

コンパクトミラー 1点 (全2色)
高級感のある伝統工芸品で優雅に♪
花模様が上品なコンパクトミラー
中は上下2面とも鏡になっています

色：銀、朱 サイズ：68×70×11mm

コンパクトミラー

寄附金額

10,000円

A-00805

越前漆器協同組合

ランチョンマット 1点 (全2色)
大柄の花を大胆に金色や銀色で装飾
シンプルでも存在感のある一品です！
食卓が華やかになりますよ

色：金、銀 サイズ：424×300×5mm

ランチョンマット

a.金

b.銀

寄附金額

10,000円

B-02901・2・3

鯖江観光協会

酒器 1点（全３種より選択）
福井の伝統工芸品｢越前焼｣と｢越前塗｣の巨匠コラボ作品
薄く軽いが温かみが感じられます

三酒の神器（陶胎漆器）

寄附金額

15,000円

B-02901：ビアカップ(右)１個
B-02902：焼酎カップ(奥)１個
B-02903：ぐい吞み(手前)２個から選択となります

寄附金額 30,000円 越前漆器協同組合

蒔絵体験キット 1点（カードケース5種、マルチトレイ４種から選択）
津田塾大学との連携により開発された商品
中央画像の付属キットに筆、漆、パウダー(5種)、脱脂綿、有機溶剤(テレピン)が入っています
おうちで手軽に蒔絵の体験ができ、オリジナルの小物が作れます
カードケース：a.黒(掻合わせ塗)、b.朱(掻合わせ塗) 、c.黒(真塗)、d.朱(真塗) 、e.白(真塗) サイズ60mm×100mm
マルチトレイ：a.白(掻合わせ塗)、b.紺(掻合わせ塗) 、c.黒(真塗)、d.朱(真塗) サイズ90mm×180mm

蒔絵体験キット『URUSHI DUY SET』

C-00805 C-00806カードケース マルチトレイ

ec d

b

a

c a

b
d

【越前漆器、1500年の歴史と伝統】

日本に存在する漆器産地のうち、最も古いのは越前漆器であるといわれています。

伝統的な蒔絵や沈金の技法を生かし、華麗な装飾を施した器は、贈答用としても喜ばれます。
漆器

＼さばえの伝統／
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B-07601

牧田漆工

箸 1膳 (全4種） 猫は廃盤になりました
美しい越前漆器の塗箸
蒔絵を施したおしゃれなお箸はいかが？

柄：金花菱、六瓢箪
色：黒、赤
サイズ：230㎜(男性用)、220㎜(女性用)

塗箸

c.六瓢箪 黒

f.六瓢箪 朱

b.猫 黒 a.金花菱 黒

e.猫 朱 d.金花菱 朱

寄附金額 15,000円

B-03301

漆遊館 澤田与三八堂

手鏡 1点
天然漆で塗り上げ、白桜の絵付けを施した可憐な手鏡です
日々の身だしなみにいかがですか？

サイズ：282×147×12mm

溜 白桜 手鏡

寄附金額

20,000円

a.レッド

×ベージュ

e.溜×オレンジ
d.モスグリーン

×オレンジ

b.オリーブ

×モスグリーン

c.ベージュ×ピンク

B-03807

Kacera by aisomo cosomo drop 

a.レッド

×ベージュ

e.溜×オレンジ

d.モスグリーン

×オレンジ

b.オリーブ

×モスグリーン

c.ベージュ

×ピンク

B-03808

Kacera by aisomo cosomo circle 

B-03809

Kacera by aisomo cosomo link

ピアス 1ピース (片耳)
Kacera(カケラ)は、自社ブランド「aisomo cosomo」のお椀などにキズやフシができ、販売できないモノを新たに生まれ変わらせ、リメイクしたアクセサリーを扱うブランドです
漆独特のなめらかでつるりとした漆肌と、100％天然漆だからこそ出る和の色合いが素肌になじむ、カラフルで落ち着いたアクセサリー
伝統の技術で一つ一つ職人によって手作業で塗り上げているため、すべて形がちがう個性あるものになっています

(株)漆淋堂寄附金額

15,000円
寄附金額

15,000円
寄附金額

15,000円

a.オリーブ

/レッド

e.ベージュ/溜

d.ベージュ

/モスグリーン

b.ピンク

/オリーブ

c.モスグリーン

/ベージュ

素材：木合・本漆手塗・コットンパール 金具：チタン
※ 形・サイズなどは選べません

素材：木合・本漆手塗・淡水パール 金具：真鍮フープ
※ 形・サイズなどは選べません

素材：木合・木球・本漆手塗 金具：チタン
※ 形・サイズなどは選べません

c.オリーブ×モスグリーン d.レッド×ベージュ

a.ベージュ×ピンク b.モスグリーン×オレンジ

aisomo cosomo 飯椀

B-03801 B-03805

e.溜×オレンジ

(株)漆淋堂

飯椀 1点
漆器は手に持っても熱が伝わりにくく、
また軽いので毎日使うほどに心地よく愛着が増していきます
長く使うものだからこそ、こだわりたい飯椀
色：ベージュ×ピンク、モスグリーン×オレンジ、レッド×ベージュ、溜×オレンジ
サイズ: φ102×H56mm

寄附金額

20,000円
寄附金額 15,000円

生産終了

d.レッド×ベージュ e.溜×オレンジ

a.ベージュ×ピンク b.モスグリーン×オレンジ c.オリーブ×モスグリーン

生産終了

aisomo cosomo 小鉢

B-03802

(株)漆淋堂

小鉢 1点
ふっくらとしたかわいらしさが特徴の小鉢
食卓に彩りを加えてくれる和え物や酢の物などに使ったり、子供の汁椀として使ったりと、
いろいろな場面で活躍してくれます
色：ベージュ×ピンク、モスグリーン×オレンジ、レッド×ベージュ、溜×オレンジ
サイズ: φ83×H60mm

寄附金額

15,000円

aisomo cosomo 湯呑み

B-03803

湯呑み 1点
漆の柔らかい触り心地と豊かな色彩を愉しめる、新しい感覚の湯呑みです
紅茶やコーヒーなど洋式のティータイムにも合わせることが出来るので、
毎日のお茶の時間を、より明るく、より鮮やかなものにしてくれるはずです。
色：ベージュ×ピンク、モスグリーン×オレンジ、レッド×ベージュ、溜×オレンジ
サイズ: φ80×H62mm

(株)漆淋堂寄附金額

15,000円

d.レッド×ベージュ e.溜×オレンジ

a.ベージュ×ピンク b.モスグリーン×オレンジ c.オリーブ×モスグリーン

生産終了

c.オリーブ×モスグリーン d.レッド×ベージュ

生産終了
e.溜×オレンジ

B-03806

aisomo cosomo 汁椀

B-03804

汁椀 1点
手に持ったぬくもりは他の器では表現できない優しさがあり、昔から漆器の代表的な存在
具沢山のお味噌汁、野菜スープ、お雑煮など毎日の食事を楽しくする5色のカラーリングで
自分だけの汁椀をお楽しみ下さい
色：ベージュ×ピンク、モスグリーン×オレンジ、レッド×ベージュ、溜×オレンジ
サイズ: φ102×H56mm

(株)漆淋堂寄附金額 20,000円

a.ベージュ×ピンク b.モスグリーン×オレンジ

漆器

＼さばえの伝統／
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越前漆器協同組合

小皿 5枚 (容器入り)
容器に収まる雪花模様の小皿
明るい朱色と可愛らしい雪花紋が食卓を
華やかに彩ります

サイズ：φ137×76mm

雪花紋 朱 小皿セット

寄附金額

20,000円

B-00802

越前漆器協同組合

ボールペン 1本 (全10種)
蒔絵を施したお洒落で高級感のあるペン

柄：つた、春秋、紅白つばき、梅、桔梗
柄：赤つばき、白つばき、クローバー、なす、木の葉
サイズ：15×φ12×140mm

蒔絵ボールペン

寄附金額

20,000円

a.つた

b.春秋

c.紅白つばき

d.梅

e.桔梗

g.白つばき

i.なす

j.木の葉

f.赤つばき

h.クローバー

B-00803

サイズ：φ113×70mm

越前漆器協同組合

汁椀 2点 (ペア)
1500年の歴史を誇る、日本古来の紋様が描かれた汁椀
朱内黒と朱をペアをお届けします

日月紋様夫婦汁椀

寄附金額

20,000円

B-00805

越前漆器協同組合

箸 2膳、箸置き 2点
無病息災を願う六瓢箪の夫婦箸と箸置き
6つそろった瓢箪は六瓢(むびょう)と読み、無病にかけて
縁起物とされています

サイズ：220mm(朱)、235mm(黒)

箸置き付き夫婦箸無病息災

寄附金額

20,000円

B-00804

名刺入れ 1点
職人が丁寧に手作業で漆を塗った､｢飴色×黒｣
の上品でモダンな越前漆器のカードケース
柄：市松、青海波、矢絣、麻の葉、唐草、波千鳥、日本庭園
収納量：一般的な名刺15～20枚
サイズ：W95×L60×H15mm

VYAC CARD CASE

(同)匠市寄附金額

20,000円

B-04801

㈱福井クラフト

椀 1点、スプーン 1点（ペア）
超耐熱！介護も簡単に食事タイム
支え合って美味しい食事 夫婦円椀

持ち手付き夫婦椀

サイズ：φ137×101×90（椀）
195×34mm（スプーン）

寄附金額

20,000円

B-06301

㈱山崎漆器商会

盛鉢 1点
波をイメージしたデザインの白檀塗りは斬新かつ
煌びやかで高クオリティ
果物､菓子､サラダなど様々な用途にどうぞ

サイズ：φ205×83mm

彩波盛鉢 白檀

寄附金額

25,000円

C-08401

越前漆器協同組合

1セット (カップ、ソーサー、スプーン 各1点)

驚くほど軽いケヤキを使用した
美しい漆塗りのコーヒーカップ

サイズ：φ80×80mm(カップ)
サイズ：φ143mm(ソーサー)

椀椀コーヒーカップセット

寄附金額

30,000円

C-00803

C-00804

越前漆器協同組合

鉢 3点 (大、中、小 各1点)
貴船の形が可愛らしい大中小の小鉢セット
溜め塗りは使うほどに透明度が増します

溜 貴船鉢セット

サイズ：202×129×68mm(大)
サイズ：164×100×50mm(中)
サイズ：122×74×40mm(小)

寄附金額

30,000円

C-00801

越前漆器協同組合

1セット (カップ、ソーサー、スプーン 各1点)

可愛らしいお花が描かれた愛らしい
コーヒーカップのセット
絵柄は2種類からお選びいただけます

絵柄：チューリップ、コスモス

お花のコーヒーカップセット

b.コスモス

a.チューリップ

寄附金額

30,000円

C-00802

越前漆器協同組合

1セット (カレー皿、スプーン 各1点)
独特の曲線が美しいカレー皿とスプーンのセットで
食事をお洒落に

サイズ：356×162×63mm(カレー皿)
サイズ：180mm(スプーン)

和モダンカレー皿セット

寄附金額

30,000円

漆器

＼さばえの伝統／
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C-03401

“ 水滴のつかない”『至福のタンブラー 』
タンブラー 1点
時間がたっても冷たいままなのに結露によるイやな水滴がつかない、越前漆器の伝統の技が生きるKUNOSUKEの『至福のタンブラー』
430mlタイプには350ml缶ビールがキッチリ入ります！シルクのようにきめ細やかな泡の口当たりと、最後の一滴まで続く冷たさが楽しめる。
330mlタイプ。焼酎ならこのサイズがおススメ。長時間温かさをキープできるため、ホットコーヒーやココアにも最適！
色：黒、朱、溜、シルバー渦、Black＆Red
容量(重さ)：430ml(166g)／330ml(138g)        材質：ステンレス製(本体) ※真空2重構造 注意：食器洗浄機不可

㈱サンユー

朱

b.330ml g.430ml

溜

c.330ml h.430ml

シルバー渦

d.330ml i.430ml

Black＆Red.

e.330ml j.430mla.330ml f.430ml

黒

寄附金額 25,000円

タンブラー 1点
外側に結露が着きにくい、優れた保温・保冷機能を備える真空二重構造
飲み口部分のキャップを密閉性の高い「スクリュー式」に変更したことで、気軽に持ち運びができるようになりました
いつも行くカフェの好きな飲み物を入れてフタをすれば、「日本の粋」を片手に街を楽しめます
柄：宝尽くし、唐草、波千鳥、鳥獣戯画 色：KURO(黒)、SHU(朱)
サイズ：φ97×138mm 重さ：240g 容量：300ml 材質：18-8ステンレス(本体)、ポリプロピレン(蓋)、シリコーンゴム(パッキン)

URUSHI MOBILE TUMBLER(うるしモバイルタンブラー)

a.黒

b.朱

B-04802

宝尽くし

b.朱

a.黒

B-04803

唐草

b.朱

a.黒

B-04804

波千鳥

b.朱

a.黒

B-04805

鳥獣戯画

(同)匠市寄附金額 20,000円

ボトル 1点
日本の伝統工芸の一つ「漆」を使ったボトルは、軽量で細身の真空断熱二重構造
折り畳み傘サイズなので、持ち運びに最適
好きな飲み物を入れば「日本の粋」を片手に街を楽しめます
柄：宝尽くし、唐草、波千鳥、鳥獣戯画 色：KURO(黒)、SHU(朱) サイズ：φ50×230mm
重さ：230g 容量：300ml 材質：18-8ステンレス(本体)、ポリプロピレン(蓋)、シリコーンゴム(パッキン)

URUSHI UMBRELLA BOTTLE(うるしアンブレラボトル)

(同)匠市

B-04806

宝尽くし

b.朱a.黒

B-04807

唐草

b.朱a.黒

B-04808

波千鳥

b.朱a.黒

B-04809

鳥獣戯画

b.朱a.黒

寄附金額 20,000円

漆器

＼さばえの伝統／

C-05501 波兎
C-05502 蜘蛛の巣
C-05503 瓢
C-05504 日月
C-05505 飛鶴
C-05506 雪月花

水筒 1点
一杯分の量と軽さが丁度いい持ち運べるステンレスボトル
越前漆器の職人が一つ一つ手作りで仕上げました
一味違う水分補給をお楽しみください
柄：波兎、蜘蛛の巣、瓢、日月、飛鶴、雪月花 色：黒、朱、溜 サイズ：φ43×143mm
重さ：120g 容量：120ml 材質：ステンレス鋼(本体、蓋)、シリコーンゴム(パッキン、底カバー)

URUSHI POKETLE(ポケトル)

㈱中野寄附金額 25,000円

a.黒 b.朱 c.溜

new



蒔絵
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D-008011

越前漆器協同組合

花器 1点
福井県の花・水仙が描かれた花生け
床の間や洋室などに飾るだけで空間がパッと華やぎます

サイズ：φ60×265mm

水仙 手描き蒔絵の花生け

寄附金額

40,000円

M-03301

漆遊館 澤田与三八堂

三段重 1点
扇面の沈金が施された胴張隅丸三段重
高級感のあるデザインは伝統的な漆塗りと沈金による
重みを感じます

サイズ：197×197×187mm

扇子 6.5寸 胴張三段重

寄附金額

170,000円

G-00801

越前漆器協同組合

1セット (片口 1点、杯 2点)
けやきの木目を生かした透明感のある酒器
お酒を注ぐと器の中の満月・三日月がゆらめいて
お月見気分でほろ酔いに

サイズ：100×70mm(片口)、75×29mm(杯)

けやきのお月見酒器セット

寄附金額

70,000円

越前漆器協同組合

D-00802

飯椀 2客 (ペア)
丈夫な堅地仕上げの飯椀
木のぬくもりが感じられる作品です
伝統的な古代朱と溜内黒のペアでお届け

飯椀ペア

色：古代朱、溜内黒 サイズ：φ130×59mm

寄附金額

40,000円

D-03401

㈱サンユー

筆ペン 1本 (全2色)、カートリッジ 2本
天然竹を使用した筆ペン
やさしく手に馴染み、なめらかな書き心地を実現しました

色：朱塗り、黒塗り

越前塗 蒔絵筆ペン

b.黒

a.朱

寄附金額 40,000円

D-00601

うるし工芸 藤

1セット
たちばな屋が焙煎したこだわりの珈琲と
スマートなのカップとソーサーをセットに

珈琲･カップ･ソーサーのセット

内容：カップ、ソーサーのペア 朱、黒×各1点
内容：ドリップコーヒー×6袋 または 豆180g

b.ドリップ
a.豆

寄附金額 40,000円

F-00801

越前漆器協同組合

二段弁当箱 1点
天然木に漆塗りを施した、高級感あふれる弁当箱です
ふだんの暮らしにそっと彩りと豊かさを

サイズ：167×117×100mm

江戸弁当 溜内朱

寄附金額

60,000円

E-07702

丸山久右衛門商店

1セット (全2色)
洋風なデザインが新しいおしゃれな酒器のセット
小鉢としても利用できます
色：瑠璃色、朱色
内容：片口×1客、ぐい呑み×2客
サイズ：φ150×70(片口)、φ70×45(ぐい呑み)

酒器セット

b.朱色

a.瑠璃色

寄附金額 50,000円

越前漆器協同組合

D-00804

雑煮椀 1客 (全2色)
シンプルなデザインで食品が映える雑煮椀
伝統的な漆塗りが食卓に高級感をもたらします

色：黒内朱、朱 サイズ：φ130×115mm

高仙才雑煮椀

b.朱

a.黒内朱

寄附金額

40,000円
越前漆器協同組合

D-00803

汁椀 2客 (ペア)
丈夫な堅地仕上げの汁椀
両手で包み込むと木のぬくもりを感じます
溜黒と古代朱のペアでお届け

色：溜黒、古代朱 サイズ：φ120×75mm

汁椀ペア

寄附金額

40,000円

漆器

＼さばえの伝統／



G-01601

カンボウプラス㈱

救護担架 1点
ターポリン(防水布)という軽量かつ丈夫な素材を使用した製品で、
災害時の傷病者の運搬に貢献します

サイズ：600×2000mm

ターポリン救護担架

寄附金額

70,000円

A-05301

テクノワープ㈱

ナップサック 1点 (全2色)
高輝度反射糸が編み込まれたナップサック
車のライトに反射する素材が身を守ってくれます♪
からふるなストライプ柄がおしゃれ

リフテックバッグ

色：ブラック×レッド、オレンジ×ネイビー サイズ：W280㎜×350㎜
素材：再帰反射用ニット

b.ホワイト×ネイビー

a.ブラック×レッド

寄附金額

10,000円

寄附金額

15,000円
ジャパンインペックス

「Aoism」御朱印帳

B-04101

御朱印帳 1冊
「大切なもの」との「出逢い」を象徴する「二葉葵」で草木染めした糸を
「石田縞」の技術で手織りしました

色：灰縞、茶縞
サイズ：W112㎜×H160㎜

12

繊維

＼さばえの素敵な／【幻の織物といわれた石田縞】

古くから織物産業が盛んだった鯖江市で、幻の織物といわれた石田縞が数人の女性の手により

復活。スタイリッシュなストライプ柄が特徴的な石田縞は、今でも多くの人に愛されています。

ギフト 1セット(掃除用品6種 各1点ずつ)
繊維メーカーが油汚れ、水アカ、コゲつきなど様々な汚れにと真剣に向き合って開発
軽い汚れなら洗剤を使わなくても、簡単にキレイになります
ワンランク上のお掃除用品を、ぜひお試しください
内容：フローリング用おそうじクロス(3枚入)、窓･網戸用おそうじクロス(1枚入)、キッチン用アミタワシ(1枚入)
内容：極ラクブラシW  台所用、極ラクブラシW 浴室用、スマートフォン クリーナー 各1点ずつ

そうじの神様 ギフトセット

B-02301

KBセーレン寄附金額

15,000円

A-03001

鯖江市繊維協会

名刺入れ 1点
幻の織物・石田縞でできた名刺入れ
ひとつひとつ丁寧に織られた名刺入れは、古典的な中にスタイリッシュさを感じます
色や柄は届いてのお楽しみ

石田縞の名刺入れ

サイズ：112×75mm

寄附金額

4,000円



【お米マイスターが厳選！】

お米マイスターが厳選したお米や、菜花を田んぼに漉き込んださばえ菜花米、有機低農薬に

こだわったお米など豊富に取り揃えました。

13

B-02005B-02004

(有)黒田米穀店

A-02002

米穀店三代目店主・お米マイスターが厳選！！ 福井県が生んだ、「コシヒカリ」 ※10月上旬より順次発送
【特徴】 1.甘みと強い粘り

2.味、香り、粘り、つや、弾力に優れている
3.冷めても美味しい

令和３年産米「こしひかり」 9月下旬から配送開始

寄附金額

10,000円
寄附金額

15,000円
寄附金額

20,000円

お米 15kg(5kg×3)お米 12kg(5kg×2＋2kg)お米 7ｋg(5kg＋2kg)

A-02004 B-02007

(有)黒田米穀店寄附金額

20,000円
寄附金額

10,000円

令和３年産米「ハナエチゼン」 9月から配送開始

米穀店三代目店主・お米マイスターが厳選！！
福井県が生んだ、｢ハナエチゼン｣ ※10月上旬より順次発送
【特徴】 1.コシヒカリより早生 (早く収穫できる)

2.コシヒカリと同じくらいの食味 3.丸みのあるお米。色が白粒ぞろい

お米 20kg(5kg×2)×2お米 10kg

A-02003 B-02006

お米 20kg(5kg×2)×2

令和３年産米「あきさかり」 10月から配送開始

寄附金額

20,000円
寄附金額

10,000円

米穀店三代目店主・お米マイスターが厳選！！
福井県が生んだ、｢あきさかり｣ ※10月上旬より順次発送
【特徴】

1.コシヒカリ系のクセのない美味しさ 2.やや粘りのある食感 3.すっきした甘み

お米 10kg

(有)黒田米穀店

A-02005 B-02002

令和３年産米 食べ比べ ｢こしひかり｣｢あきさかり｣｢ハナエチゼン｣｢いちほまれ｣

(有)黒田米穀店寄附金額

10,000円
寄附金額

15,000円

お米 8kg(2kg×4種)お米 6kg(2kg×3種)

内容：こしひかり、あきさかり、ハナエチゼン (各2kg)
※10月上旬より順次発送

内容：こしひかり、あきさかり、ハナエチゼン、いちほまれ (各2kg)
※10月上旬より順次発送

A-02001 B-02003 B-02008

米穀店三代目店主・お米マイスターが厳選！！ 福井県が生んだ、コシヒカリを超える「いちほまれ」 ※10月上旬より順次発送
【特徴】 1.キラキラ輝く白さが食卓を華やかに彩ります

2.口含んだ時の、しっとりふっくらした食感に笑顔がこぼれます
3.嚙みしめることで優しい甘さが口の中に広がり、料理の美味しさを一層引き立てます

令和３年産米 「いちほまれ」 10月から配送開始

(有)黒田米穀店寄附金額

10,000円
寄附金額

12,000円
寄附金額

18,000円

お米 15kg(5kg×3)お米 10kg(5kg×2)お米 7kg(5kg＋2kg)

食品・菓子

＼さばえのおいしい／
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茂右衛門

お米 5kg
ほぼ無農薬できれいな水ときれいな空気のなかで育った
コシヒカリ
地域の環境づくりにも役立っています！

有機低農薬 もうえもん米

B-08202

寄附金額

15,000円
㈱コープさばえ

つつじの米 10kg
粘り気が強く噛めば噛むほどもっちりとした食感が
特徴的なコシヒカリ米
まるで一年中新米を食べているかのような食味を
堪能することができます

つつじの舞

B-02401

寄附金額

15,000円
㈲内田農産

C-00502

お米 5kg
おしどりやカルガモ、ホタル、とんぼ、カエルなどが
多く生息する自然豊かな山里で自然農法で作られた
環境に優しく美味しいお米
キヌヒカリ、華越前、コシヒカリを5kgずつお届けします

おしどり米5kg ３回定期便

寄附金額

25,000円

食品・菓子

＼さばえのおいしい／



【誠照寺の門前町として発展し和菓子屋が数多く存在した鯖江市はスイーツの宝庫】

伝統野菜の吉川ナスや、糖度が14度以上のマルセイユメロンさばえ夢てまりなど、

特徴的な農産物もたくさん！ぜひご賞味ください。

15

ミート&デリカささき

1セット (冷凍)
歩きながら食べられるソースカツ丼・サバエドッグと梅干しが入った肉巻きおにぎり・
豚むすびの冷凍セット

内容：サバエドッグ×6本、豚むすび×3個

さばえのB級グルメ サバエドッグセット

A-07801

寄附金額

10,000円

ヨーロッパンキムラヤ

1セット (冷凍)
選りすぐりのパン8種類の詰め合わせ

内容：食パン、大福あんぱん×3個
内容：梅えくぼ×2個、ブリオッシュ×3個
内容：イカスミ、トレコンブロード
内容：フランスパン、アーモンドローフ

キムラヤのしあわせパンセット

B-08801

寄附金額

13,000円

JAたんなん女性部三代会

1セット
鯖江産野菜100％の無添加加工食品の詰め合わせです
時期によって内容が少し違います

さばえうまいもん三昧

内容：漬物、黒豆、たくあん煮、ジャム、みそorすこ

A-03601

寄附金額

10,000円

食品・菓子

＼さばえのおいしい／

御菓子処うさぎや

A-01201

もちパイ 15個
外側のカリッとしたパイと中のふっくらあんともっちりお餅が絶妙なハーモニー

味：つぶあん、栗入り白あん、ごまあん、ちょこ
味：メープル、ほか季節によって変化

もちパイ15ヶ入り

寄附金額

10,000円

宮田食品

A-08101

「越前いなかもち」詰合せ

白丸餅１袋、切餅２種各１袋
市内で取れたもち米を厳選してます
なめらかな粘りと弾力ある歯ごたえ、口いっぱいに広がる糯米の旨味！！
量：丸餅 900g、いなかもち650g、小米もち650g

寄附金額10,000円

宮田食品

A-08102

「たまごまんじゅう」詰合せ

たまごまんじゅう１袋10個入り×8袋
人気のたまご形焼饅頭に、周りをホワイトチョココーティングした商品です。製造過程で
でたB級品の詰合せでお値打ちです。味は届いてのお楽しみ！！

量：10個入り8袋

寄附金額10,000円
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A-04502

大黒屋

鯖江ふるさとセット

1セット (全3種 )
甘さ控えめの水ようかんと荷崩れしにくい丸もち、
香りを楽しめるつつじそばをセットでお届け

内容：水ようかん（1枚250g)×2枚
丸もち（1個50g)×10個
つつじそば（1食100g)×2食内内容丸もち

期間限定：11月～12月寄附金額

10,000円

寄附金額

10,000円

神明苑

A-03503

神明苑特選 ごはんのお供３種セット

1セット（各１パックずつ）
神明苑の人気商品３商品（わさび昆布、のり
豆、きゃらぶき）セット。酒の肴に！

内容：わさび昆布250g、のり豆250g、
内容：きゃらぶき250g

大黒屋

鯖江彩詰合せ

内容：つつじ饅頭、めがね焼き、福めがねパイ

A-04503

1セット
30年ぶりに復活したつつじ饅頭(粒あん)と
新しく作っためがねの形をしためがね焼(こしあ
ん)と福めがねパイを詰め合せました

寄附金額

10,000円

大黒屋

1セット
鯖江藩の焼印が押されたさばやまんじゅうと昭和
天皇にも献上した菜花糖のセット

さばやまんじゅう＆菜花糖

内容：さばやまんじゅう 黒糖×5個、酒×5個
内容：菜花糖(45g)×2瓶

A-04501

寄附金額

10,000円
高島さんち

1セット
福井県特別栽培農産物の最高ランクに指定された
こだわりの有機栽培の野菜と
手作り加工品をお届け

旬の野菜＆加工品セット

内容：旬の野菜×5～6種、加工品×2～3品

A-04701

寄附金額

10,000円

けーきやYANAGIMOTO

1セット
自慢の焼き菓子を地元工芸品の越前漆器のお
しゃれな器に盛りました

内容：焼き菓子×8～9個
内容：越前漆器の皿×1枚 (色はおまかせ)

漆器入り焼菓子セット

A-02201

寄附金額

10,000円

食品・菓子

＼さばえのおいしい／

御園飯店

B-08001

御園冷凍中華セットA

１セット
餃子や絶品炒飯、中華餡、春巻きなど御園飯店の人
気冷凍商品詰み合わせです。

量：御園餃子(冷凍12個入り)×2箱 スペシャル天津飯
(冷凍)×2箱 チーズ春巻(冷凍3本入り)×2箱 中華餡
(冷凍３袋)×1箱

寄附金額

15,000円
new

御園飯店

A-08002

御園スぺシャル天津飯
天津飯(冷凍)３個
市内で人気の御園飯店の天津飯。炒飯にとろ～
りかに玉と醬油ベースの甘いタレをかけたスぺ
天。レンジでそのまま温めるだけ。

量：天津飯（冷凍）３食分

寄附金額

10,000円
new御園飯店

A-08001

御園飯店の冷凍餃子
冷凍餃子４箱
市内で人気の御園飯店の餃子をご自宅で。人気
NO.1の希少部位の豚の頭肉を使用したこだわり
の餃子です。

量：御園餃子（冷凍12個入り）4箱

寄附金額

10,000円
new



17

㈱コープさばえ

メロン 2玉、ナス 3個 (ナスのレシピ付)
オレンジ色の果肉が眩しい糖度14度以上のマルセイユメロン・さばえ夢てまりと
さばえの特産野菜・吉川ナスのセット

さばえ夢てまり&吉川ナス

お届け：6月下旬～7月上旬

B-02402

寄附金額

15,000円

いちご 4パック
ふくおか農園の看板娘・カナベリーのほか、章姫、紅ほっぺ、よつぼしの4品種の中から
時期に合わせ完熟のものをお届け

こだわり苺

B-06701

ふくおか農園

お届け：2月中旬～3月下旬

寄附金額

15,000円

量：1個あたり120～130g

ミート&デリカささき

焼ハンバーグ 4個 (冷凍)
自然豊かな福井県の山里で愛情たっぷりに育てられた若狭牛と国産豚を使用した
自慢の贅沢ハンバーグ

贅沢ハンバーグ

A-07802

寄附金額

10,000円
メゾン・ド・レトワール

スイーツ 5個 (全5種 各1個・冷蔵)
大人気ロングセラーのスイーツを集めました

なめらかスイーツセット

B-09001

内容：マンゴーの王様プリン、抹茶のパンナコッタ、白胡麻のブランマンジェ、水ようかんジュレ
内容：とみつ金時のしあわせプリン
容量：120ml/個

寄附金額 10,000円

メゾン・ド・レトワール

グラタン 3個 (冷凍)
活きの良いズワイガニの身、味噌に加え、たまねぎやしいたけ、しめじなどの食材を
贅沢に使用した濃厚なグラタン

容量：170g/個

濃厚カニグラタン

B-09002

寄附金額 10,000円 メゾン・ド・レトワール

グラタン 3個 (冷凍)
香ばしくとろけるチーズに絡む甘エビとペンネ、たまねぎやしいたけ、しめじに加え、
ベーコンを混ぜ合わせた具沢山のグラタン

容量：170g/個

甘エビとペンネのグラタン

B-09003

寄附金額

10,000円

茂右衛門

1セット
ピロール農法(土に住む微生物の力を発揮させる栽培法・ほぼ無農薬)でつくる
コシヒカリからとれた米ぬかと米粉とそのレシピ本

内容：レシピ本、米ぬか(100g)、米粉(500g)

米ぬかレシピ本セット

B-08201

寄附金額

15,000円 冬季限定(11月～1月10日)

B-04501

大黒屋

1セット
黒糖の風味と小豆の香りが織成す冬の水羊羹と岐阜県東濃産の超特選栗を使用した

栗金団のセット

㊟品物を必ず受取れる日付･時間帯を記入してください(例：12/1(土) 18:00～20:00)

内容：水羊羹(250g)×2米、栗きんとん×6個

水ようかん＆栗きんとん

寄附金額

15,000円

食品・菓子

＼さばえのおいしい／
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メゾン・ド・レトワール寄附金額 10,000円

季節の彩りプリンセット

B-09004

スイーツ 5個 (全5種 各1個・冷蔵)
春にぴったりの彩りと味をセットでどうぞ

内容：桜のパンナコッタ、抹茶のパンナコッタ
内容：黒蜜きなこプリン、福井UMe-Naプリン
内容：クリームチーズのブランマンジェ･あまおう
容量：120ml/個

期間限定：3月～5月春

B-09007

スイーツ 5個 (全5種 各1個・冷蔵)
冬の定番水羊羹などを使ったスイーツセット

内容：水ようかんジュレ、白胡麻のブランマンジェ
内容：ショコラのプティポ、福井UMe-Naチーズ
内容：ショコラプリン・フランボワーズ
容量：120ml/個

期間限定：12月～2月冬

B-09005

スイーツ 5個 (全5種 各1個・冷蔵)
夏らしい味わいのスイーツをセットに！！

内容：福井梅と杏のゼリー、越のルビーのゼリー
内容：マンゴーの王様プリン、蜜柑とザクロのゼリー
内容：クリームチーズのブランマンジェ･レモン
容量：120ml/個

期間限定：6月～8月夏

B-09006

スイーツ 5個 (全5種 各1個・冷蔵)
秋の味覚をたっぷり使用した絶品セット

内容：えびすかぼちゃのプリン、なめらか杏仁プリン
内容：とみつ金時のしあわせプリン、黒糖プリン
内容：クリームチーズのブランマンジェ･ブルーベリー
容量：120ml/個

期間限定：９月～11月秋

メゾン・ド・レトワール

プリン 8個 (全4種 各2個・冷蔵)
すべて手作りの素材に拘ったスイーツです

内容：マンゴーの王様プリン×2個
内容：福井UMe-Naプリン×2個
内容：福井Ume-Naチーズ×2個
内容：黒蜜きなこのプリン×2個 容量：120ml/個

福井県産プリン 他8個セット

B-09008

寄附金額

14,000円

C-00901

㈱越前水産

1セット (冷蔵)
越前の海が育んだ極上の海の幸のセット

内容：焼鯖寿司×1本
内容：へしこづくし(刺身×5、吟醸×3、切身×3)
内容：干物(笹ガレイ×3～4、はたはた×6～7)

焼鯖寿司＆へしこ＆干物

寄附金額

30,000円

メゾン・ド・レトワール

C-09001

冬季限定

グラタン 5個 (冷凍)
冬の日本海で獲れたせいこがにの内子・外子・蟹身を
贅沢にまるごと使ったグラタン
特製ベシャメルソースはプチプチ食感♪

容量：160g/個

せいこがにのグラタン

寄附金額

24,000円
メゾン・ド・レトワール

C-09002

グラタン 6個 (全3種 各2個)
贅沢素材で濃厚なグラタン3種をセットに

グラタンセット

内容：せいこがにのグラタン【季節限定】×2個
内容：濃厚カニグラタン×2個
内容：甘エビとペンネのグラタン×2個

冬季限定

寄附金額

24,000円

ハーツさばえ

D-06501

サーロインステーキor焼肉用orすき焼用 (冷凍)
福井県若狭の美味しい空気と水で育ったブランド黒毛和牛・若狭牛の高級肉

内容：ａ.サーロインステーキ200g×2 ｂ.焼肉用500ｇ ｃ.すき焼用450g のいずれかからお選びください

福井ブランド『若狭牛』

寄附金額

40,000円

食品・菓子

＼さばえのおいしい／

菓子工房 やまはつ

ジェラートとシャーベット (全8個 冷凍)
全て手作業で作っている福井の美味しさをとじ込めた
ジェラートです。店主のオススメをお届けします！！

内容：ジェラート×4個内容：【梵】吟醸ジェラート×2個
内容：シャーベット×2個 容量：90ｇ/個

特製 ジェラート詰合せ

B-08601

寄附金額

10,000円
new

new

new

㈱ 越前隊

調味料と乾麺蕎麦セット
鯖江の伝統薬味山うに。越前蕎麦に山うにを練りこんだ
蕎麦「紅越前」と山うにを楽しめるセットです。

内容：山うに 柚子赤 60g (M2個、Ｌ3個) 中辛・辛口
山うに蕎麦 紅越前 80g×2 (M1個、Ｌ3個)

山うに＆蕎麦セット（M・L）

M: A-01002
L: B-01003

寄附金額

Ｍ:10,000円
Ｌ:20,000円

a：中辛 b：辛口

㈱ 越前隊

調味料と乾麺蕎麦、おつまみ豆のセット
山うに、山うにを練りこんだ越前蕎麦「紅越前」、空豆
に山うにをまぶした「山うに豆」、山うにづくしセット

内容：山うに 柚子赤 60g (M2個、Ｌ3個) 中辛・辛口
山うに蕎麦 紅越前 80g×2 (M1個、Ｌ3個)
山うに豆 20g (Ｍ2袋、Ｌ4袋) 中辛・辛口

山うにフルコースセット（M・L）

M: B-01001
L: B-01002

寄附金額

Ｍ:15,000円
Ｌ:20,000円

a：中辛 b：辛口
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食品・菓子

＼さばえのおいしい／

P-00901

お届け：11月上旬～3月中旬

越前がに 極(ずわいがに) 1杯

ずわいがに極 1杯
1シーズンの水揚げ量は全体の0.5%以下
福井県が2015年に認定した最高級ブランドである越前がに「極」をお届け

重さ(1杯あたり)：1.45kg～

寄附金額

670,000円
㈱越前水産

M-00901

越前がに(ずわいがに特大) 1杯

ずわいがに特大 1杯
引き締まった肉質と濃厚で甘い身が特徴の越前がには一度食べると
その味の虜になると言われています

重さ(1杯あたり)：約1.3kg～

寄附金額

165,000円
お届け：11月上旬～3月中旬 ㈱越前水産

ずわいがに大サイズ（小・中・大） 1杯
引き締まった肉質と濃厚で甘い身が特徴の越前がには一度食べると
その味の虜になると言われています

越前がに(ずわいがに大サイズ) １杯

お届け：11月上旬～3月中旬
I-00902

(小)

K-00901
(大)

J-00901
(中)

寄附金額 135,000円

寄附金額 120,000円

寄附金額 145,000円

重さ(1杯あたり)：1000～1100g(小)、1100～1200g(中)、1200～1300g(大)

㈱越前水産

引き締まった肉質と濃厚で甘い身が特徴の越前がには一度食べるとその味の虜になると言われています
カニの足に付いてる黄色いブランドタグは“王者の証” 口に入れた瞬間の香りと旨味が全然違います
こぶりサイズから・普通・大・特大・超特大を揃えました

G-00901

越前がに(ずわいがに小サイズ) １杯

お届け：11月上旬～3月中旬

重さ(1杯あたり)：600～700g

ずわいがに小サイズ 1杯

寄附金額 70,000円 ㈱越前水産

H-00901
(小)

ずわいがに普通サイズ（小・中・大） 1杯

(ずわいがに普通サイズ) １杯

お届け：11月上旬～3月中旬

H-00903
(中)

I-00901
(大)

寄附金額 90,000円

寄附金額 110,000円

寄附金額 85,000円

重さ(1杯あたり)：700～800g(小)、800～900g(中)、900～1000g(大)

㈱越前水産

越前がに(ずわいがに＆せいこ甲羅盛）

ずわいがに＆せいこ甲羅盛
甲羅の中身をご飯に乗せれば、“究極の海鮮丼”と呼ぶ食通もいるセイコ丼の出来上がり
もちろん、そのまま飯がるのもおススメです
小：ずわいがに1杯＆甲羅盛3個（1杯あたり 600～700g）
中：ずわいがに1杯＆甲羅盛2個（1杯あたり 800～900g）

お届け：11月上旬～ 12月末

㈱越前水産

H-00902
(小)

H-00904
(中)

寄附金額 100,000円

寄附金額 90,000円

D-00901

お届け：11月上旬～12月末

せいこがに 甲羅盛6個
越前がにのオスよりも一回り小さいメスの蟹をせいこがにと呼びます
せいこがにの「内子」と「外子」、カニみそ、カニの身を甲羅に盛りました

重さ(1杯あたり)：1杯あたり180～200g

越前がに(せいこ甲羅盛) ６個

寄附金額

50,000円
㈱越前水産



B-08203

茂右衛門

お酒 1本、酒粕 300g
口当たりをよくするため大吟醸並の50％まで
精米することに拘った甘口純米吟醸酒と
芳醇な香りの酒粕をセットでどうぞ

量：500ml(こしのひかり)、300g(酒粕)

こしのひかりと酒粕

㈱大津屋

お酒 1本、蒔絵ぐい飲みグラス２個
なめらかで深い味の「芳醇旨口」の純米大吟醸と「蒔絵グラス(桜)」のセットです

量：720ml

C-01103

梵・特選純米大吟醸と蒔絵ぐい飲みグラス2個セット

久保田酒店、酒のあかし

お酒 3本 (全3種 各1本)
鯖江の美味しい地酒をセットにしました
華燭・上選、梵・純米、七ツ星・上選と、
どれも人気のある品です

量：720ml(3種すべて)

B-02601
久保田酒店

B-02701
酒のあかし

馴染みの地酒セット

井上酒店

量：720ml

河和田おしどり

お酒 1本
自然豊かな河和田地区で地元住民と
アートキャンププロジェクトの大学生たちとが
共同でつくったフルーティーな純米吟醸清酒

A-00301

梵・夢は正夢

E-01501

㈾加藤吉平商店

お酒 1本
マイナス10℃で約5年間熟成された、
落ち着きのある深い香りと名刀のように切れる後味が
特徴的な純米大吟醸酒

量：1000ml

E-08701

豊酒造㈱

お酒 1本
袋吊りで搾った斗瓶取りの大吟醸を長期氷温熟成させた
蔵元杜氏入魂の一品
凝縮されたうまみをお楽しみください

量：1800ml

華燭・大吟醸 滴(したたり)

E-00201

井波酒造㈱

お酒 1本
20年もの間熟成させた秘蔵の大吟醸酒
やわらかな含み香、穏やかな口当たり、
ほのかな果実香が瑞々しい一品です

量：720ml

七ツ星・大吟醸 翔(はばたき)

久保田酒店、酒のあかし

お酒 3本 (全3種 各1本)
鯖江の美味しい大吟醸をセットにしました
梵・特選大吟醸、華燭・大吟醸、七ツ星・大吟醸と、どれも人気のある品です

量：720ml(3種すべて)

D-02601
久保田酒店

D-02701
酒のあかし

地酒・大吟醸セット

㈱大津屋

お酒 1本、蒔絵ワイングラス２個
上品な深い香りとなめらかで深い味わいの美発泡酒と「蒔絵グラス(桜)」のセットです

量：375ml

D-01101

梵・プレミアムスパークリングと蒔絵ワイングラス2個セット

寄附金額

15,000円
寄附金額

10,000円
寄附金額

15,000円

寄附金額

45,000円

寄附金額

30,000円

寄附金額

40,000円
寄附金額

40,000円

寄附金額

45,000円
寄附金額

45,000円

20

地酒

＼さばえで一杯／【鯖江のおいしいお米ときれいな水を生かした地酒】

鯖江の蔵元が丹精こめて造りあげています。飲み比べのできる3銘柄の地酒セットや長期熟成の

限定品など、さまざまな地酒をご用意しました。あなた好みのお酒を見つけてください。
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食事・宿泊

＼さばえを堪能／ 【大切な人と一緒に、特別な時間をお過ごしください】

地元ホテルの食事券のほか、福井県の食材を使った「コラボレーションディナー」を開催する

など、ゆかりのある東京のレストランの食事券などをご用意しました。

三六温泉 神明苑 入浴回数券

入浴回数券 11枚
リウマチ・神経痛・疲労回復に効果があるサラサラ、無色透明で大変気持ちの良いお湯で
リラックスしませんか？
鯖江在住のおじいちゃん・おばあちゃんへのプレゼントにも！！

B-03501

寄附金額 20,000円 神明苑

new

サバエ・シティーホテル

お食事券 ペア1組 (ランチのみ)
サバエ・シティーホテル最上階にあるイタリアンレストランのペアお食事券
西山公園を一望できる最高のロケーションの中、旬の地元食材をふんだんに使用した
絶品料理をぜひご堪能ください

イル・ヴィゴーレ ペアランチお食事券

A-03101

寄附金額 10,000円

A-03102

サバエ・シティーホテル

利用券 3枚 (計3,000円相当)
サバエ・シティーホテル内でご使用いただける3,000円分相当の利用券
ご宿泊やお食事の際にどうぞ

サバエ・シティーホテル利用券

寄附金額 10,000円

三六温泉神明苑 1泊2食付宿泊券

宿泊券 1枚 (1名分)
天然温泉と夕食「若狭牛特別会席」でのんびり豪華にお過ごしいただけます。

G-03501

寄附金額 70,000円 神明苑

new

D-03901

洋風ビストロ シトラス

お食事券 ペア1組 (ディナーのみ)
鯖江市有定町にあるおしゃれで女性に大人気の洋風ビストロ
南仏を思わせる明るく落ち着いた雰囲気の中で本格フレンチからカジュアルな洋食まで
気軽に楽しめます 大切な人とゆったりとした時間をお過ごし下さい

シトラス ペアディナーお食事券

有効期限：半年間 注意事項：本券をご利用いただけるのは金曜日以外の平日のみ

寄附金額 40,000円
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雑貨

＼さばえのお洒落な／【伝統技術を活かした作品たち】

漆器の木地づくりの技術を活かした木工製品のほか、工夫が凝らされたユニークな雑貨を

揃えました。普段使いのできるものがそろっています。ぜひ使ってみてください！

西山動物園のアイド
ル

レッサーパンダ

Jig.jp

Ichigojam組立セット

A-05601

1セット
子供向けのプログラミング教材セット

内容：プリント基板キット、PS/2キーボード、microUSBケーブル
ビデオケーブル、ゲーム 1本、USB電源

寄附金額 10,000円 ㈱小林大伸堂

スタンプ 5個 (全2種)
レッサーパンダのキャラクター、メガメガくんと
ウルウルちゃんが褒めてくれるスタンプです

種類：Aセット、Bセット
捺印サイズ：21×21mm

ほめほめスタンプ

B-02501

b.Bセット

a.Aセット

寄附金額 15,000円 社会福祉法人福授園

木製おもちゃ 1点
鯖江市河和田産の良質なひのきを使ったコロコロと
よく走る子どものおもちゃ
角がなくつるんと丸いので安全安心です

ひのきのくるま

A-06801

サイズ：140×H80×D18ｍｍ 木箱入

寄附金額 10,000円

㈱サビデンキ

1セット
鯖江市の三大地場産業をPRしてくれる
ゆるキャラさばにゃんのグッズ

内容：ぬいぐるみ、マグカップ、キーホルダー、クリアファイル

さばにゃんグッズ

A-03201

寄附金額 10,000円

鯖江市まなべの館

1セット
近松門左衛門のキャラちかもんくんのグッズ

ちかもんくん グッズ

A-06903

内容：クリアファイル 3枚(大 1枚・小 2枚)
内容：ハンカチ 2枚(桃色･緑色 各1枚)
内容：キーホルダー 1個、近松読本 3冊

寄附金額 10,000円

サイズ：W105×D105×H80㎜

BOX 1点
ひとつひとつ手作りで作り上げた和紙の花を
黒の化粧箱にぎゅっと詰め込みました
花の種類と色は届いてからのお楽しみ

和紙乃華 ボックスアレンジメント

A-06202

AI＊LI寄附金額 10,000円

Jig.jp

1セット
子供向けのプログラミング教材セット

Ichigojamスペシャルセット

D-05601

内容：PS/2キーボード、解説書、microUSBケーブル、ビデオケーブル
内容：ゲーム 13本、プリント基板キット 1点

寄附金額 40,000円

12 pt
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テクノグローバル㈱

1個
針のみ、まるで時計アイコンのような壁掛け時計

カラー： a:イエロー、b:グリーン、c:ブラウン、d:ブラック、
e:ブルー、F:レッド、g:ホワイト からお選びください

サイズ：W80mm×H174mm×D32mm

iconclock

B-05202

寄附金額 20,000円 テクノグローバル㈱

1個
花粉・埃の付きにくい ティッシュBOXケース

paol

カラー：a:イエロー、b:グリーン、c:ブラウン、d:ブラック、
e:ブルー、F:レッド からお選びください

サイズ：W265mm×H142mm×D86mm

寄附金額 15,000円

B-05201

容量：泡50ml(大500ml)、スプレー100ml(大300ml)、
ゲル120g(大300g)

1セット
安全性に最も優れた銀イオン除菌剤
洗い流さない泡タイプ、スプレータイプ、そのまま設置
のゲルタイプの３点セットです

Perfect Ag+

小：B-07101 大：C-07101

㈱北陸STD寄附金額 15,000円(小)
30,000円(大)

福井鉄道

福鉄グッズ 7点
お子様向けグッズ７点の詰め合わせセット

福鉄 お子様向けグッズセット

A-06602

内容：トートバッグ(A4サイズが収まる)、ブック型メモ帳、
マスキングテープ、ぷくぷくシール、ミニパネルマグネット
鉛筆３本セット、オリジナルノート(A4)

寄附金額 10,000円

c.ローズウッド b.チーク

a.メープル

ｄ.パープルハート ㈱Hacoa

16GB USBメモリ 1点 (全4種)
自然の木の色を活かしたUSBメモリ
ショコラをイメージしたデザインは可愛らしく、
ぬくもりがあり手に馴染みます
種類：メープル、チーク、ローズウッド、パープルハート
サイズ：W46×D20×H9.5ｍｍ

Hacoa木製USBメモリ

B-06101

寄附金額

15,000円
a.チェリー

b.ウォールナット

㈱Hacoa

木製メガネスタンド 1点 (全2種)
使わないときにもオブジェとして部屋に溶け込む
スマートでおしゃれなメガネスタンド

種類：チェリー、ウォールナット
サイズ：φ44×76

Glasses Stand Swing

B-06102

寄附金額 15,000円

福井鉄道

フクラムオリジナルグッズ 6点
福鉄の人気電車フクラムのグッズ6点の詰め合わせセット

福鉄ﾌｸﾗﾑNｹﾞｰｼﾞ鉄道模型セット

B-06601

内容：Nゲージ（F1000形）模型
トートバッグ(A4サイズが収まる)
アクリルキーホルダー、ハンドタオル
クリアファイル(A4) 、オリジナルノート(A4)

寄附金額20,000円

AI＊LI

しめ縄 1点
越前和紙で作られた正月飾り
和紙とは思えないほどリアルで繊細な造花に、
輝く水引としめ縄が素敵です

和紙乃華 しめ縄

B-06201

サイズ：200×250mm

寄附金額

15,000円

寄附金額 20,000円

フォトBOX 1点 (全4色)
アロマオイルで香りをつけた和紙の花のフォトボックス
蝶々のピックとカードは
メッセージの種類が選べます(無しも可)

和紙乃華フォトBOX

B-06202

色：ピンク、パープル、レッド、オレンジ
サイズ：140×105×60(写真立ての場合145)mm

AI＊LI

c.レッド

d.オレンジ

a.ピンクb.パープル

色：メープル、チェリー、ウォールナット
サイズ：W37×D36×H60ｍｍ
重さ：約75ｇ

靴べら 1点 (全3種)
無垢財から削りだしたおしゃれな木製靴べらです

木製靴べら

D-06101

b. チェリー

a.メープル

c.ウォールナット

㈱Hacoa寄附金額 35,000円

new new
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めがねのまちさばえ大使の仮面女子です！

私たちも大好きなさばえを

ふるさと納税で応援してください！

よろしくお願いします♪

社会福祉法人福授園

木製おもちゃ 5個
鯖江産のひのきで作ったおふろ用おもちゃ
浮かべたり、沈めたり、並べたり…
赤ちゃんの歯固めとしてもどうぞ！
内容：木製おもちゃ 5個
サイズ：40～155×18mm

おふろであそぼうぺんぎんたち

B-06802

寄附金額

15,000円
社会福祉法人福授園

木製おもちゃ 5個
鯖江産のひのきで作ったおふろ用おもちゃ
浮かべたり、沈めたり、並べたり…
赤ちゃんの歯固めとしてもどうぞ！
内容：木製おもちゃ 5個
サイズ：40～155×18mm

おふろであそぼう恐竜たち

B-06803

寄附金額

15,000円
社会福祉法人福授園

さかなのおもちゃ51個、ひっかけ棒2本
50音が手描きされた木製のさかなのおもちゃ
やさしいひのきの香りと手触りでお子さんの五感を
育てます
色：赤バケツ、青バケツ
サイズ：60×20×8mm(さかなのおもちゃ)

あいうえおさかなつり

B-06808
a.赤バケツ

b.青バケツ

寄附金額

20,000円

社会福祉法人福授園

1セット (全2色)
上質なひのきと染めがあざやかで美しいガーゼの
温もりが嬉しい、赤ちゃんへの贈りものセットです

内容：カスタネット、スタイ、にぎにぎ、巾着袋
色：ピンク、青

赤ちゃんカスタネット＆にぎにぎセット

a.ピンク

b.ブルー

寄附金額

20,000円

B-06809

寄附金額 20,000円 ㈱ヤマト工芸

ダストボックス 1点
本体のカラーとナチュラルなシナ素材のコントラストが美しく、機能とデザインのバランスのとれたダストボックスです

W  CUBE

サイズ：W200×D200×H330
容量：10リットル
色：オリーブ、グレイブラウン、ピンク、ブラウン、ホワイト

B-08501

a.オリーブ b.グレイブラウン c.ピンク d.ブラウン e.ホワイト

㈱サンユー

苔盆栽 5鉢1セット (受け台付き)
コンパクトなキューブの器が
スタイリッシュかつ可愛らしい苔盆栽
越前漆器と日本の伝統文化盆栽のコラボ

サイズ：40×40×35mm(器)

ちょこぼん『CUBE』

C-03402

寄附金額 30,000円 ㈱ヤマト工芸

壁掛け時計 1点 (全4種)
クールなデザインの中に木のぬくもりを感じる文字盤を
立体的に掘ったアーティスティックな壁掛け時計

木製壁掛け時計

D-08501

a.シナクリア

b.シナブラウン

c.ウォールナットd.黒檀

サイズ：W290×50×H290ｍｍ

寄附金額 40,000円
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色：ピンク、黒、紺

㈱丸山久右衛門商店

傘 1点 (全3種)
話題のショートワイド傘の持ち手に漆塗りを施しました!
UVカット率100％、耐水度7000mm/cm²の
超高性能な逸品

漆塗手元ショートワイド傘

E-07704

C. 紺

b. 黒

a.ピンク

寄附金額

45,000円

D-02501

鯖江印カン

1セット(ゴム印大・ゴム印小・缶)
可愛いゴム印を缶の中に詰め込みました。
ゴム部分はショップ名・住所・お名前・一言メッセージ等自由にオーダーできます。

ゴム印大：60mm×25mm×約72mm (印面ｻｲｽﾞ 57mm×23mm)
ゴム印小：12mm×12mm×約39mm (印面ｻｲｽﾞ 9mm×9mm)
缶：φ100mm×H40mm

ROSE STONE寄附金額 40,000円

H-03401

㈱サンユー

腕時計 1点 (全6色)
越前漆器と眼鏡の技術が融合した一品！
文字盤部分は越前漆器の塗り、
バングル部分は肌に優しい眼鏡の素材を使用
色：ブラックマーブル、ブルーマーブル、レッドマーブル
色：ホワイトモザイク、ゴールドモザイク、ブルーモザイク

バングルウォッチレディース

c.レッドマーブル

d.ホワイトモザイク

a.ブラックマーブル b.ブルーマーブル

e.ゴールドモザイク f.ブルーモザイク

寄附金額 100,000円

H-03402

㈱サンユー

腕時計 1点 (全3色)
越前漆器と眼鏡の技術が融合した一品！
文字盤部分は越前漆器の塗り、
バングル部分は肌に優しい眼鏡の素材を使用

色：ブルーモザイク、ゴールドモザイク、ホワイトモザイク

バングルウォッチメンズ

a.ブルーモザイク b.ゴールドモザイク c.ホワイトモザイク

寄附金額

100,000円

I-02501

ROSE STONE

12.0ｍｍ印鑑 1本 (全4種)
古来より印材として愛されているつげ材に、彫り士と
蒔絵士の技術を融合させた印鑑

柄：うさぎ、さくら
色：黒、朱

蒔絵印鑑

c. 黒a. 黒 b.朱 d.朱

うさぎ さくら

寄附金額

105,000円

L-02501

ROSE STONE

12.0mm印鑑 1点 (ジルコニア付)
美・若さ・美しさを兼ね備えた女性のための守護石、
ローズクォーツを使用した印鑑

ジルコニア種類：ホワイト、イエロー、パープル
ジルコニア種類：ラベンダー、ピンク

ローズクォーツ印鑑

a.ホワイト

b.ゴールデン

b.イエロー c.パープル d.ラベンダー e.ピンク

寄附金額

155,000円

M-02501

ROSE STONE

18.0ｍｍ印鑑 1本 (全4種)
古来より印材として愛されているつげ材に、彫り士と
蒔絵士の技術を融合させた印鑑

柄：昇竜、鳳凰
色：黒、朱

蒔絵印鑑

a. 黒 b.朱 c. 黒 d.朱

昇龍 鳳凰

寄附金額

180,000円

P-02501

ROSE STONE

12.0ｍｍ印鑑 1点
越前打ち刃物と眼鏡加工技術によって鍛造された
クラッドメタルを使用しているため、欠けない、朽ちない、
錆びない、押しやすいという優れた特徴を持った
金属製印鑑

鋼の印鑑 gene(ジェーネ)

寄附金額

330,000円

大成精工㈱

1セット
シンプルで無駄をそぎ落とした、無骨な平型ストレート鉄板
附属のスクレーパーはビールの栓も抜けます！

おひとり様用肉焼き鉄板覇鐵（HAGANE標準セット）

材質：スチール 大きさ：190㎜×148㎜ 厚さ：6.0㎜ 重量：1.4㎏
スクレーパー（2本）＜材質：ステンレス＞ 収納袋（1枚）

寄附金額 40,000円

D-04601

new



管理

＼さばえの空き家／【遠方に住んでいても実家や自宅の様子を定期的に確認】

国内・海外転勤の方もパソコンやスマホで自宅の管理作業の様子や

実家にいる親御さんの生活状況を、動画や写真を含んだ管理レポートで確認。
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【必ずお読みください】

・みまもりを受ける方が、鯖江市に居住していることが必要です。

・みまもりを受ける方や、メールでの報告を受ける方の利用同意が事前に得られていることが必要です。

・お申込み後、サービスの利用規約および重要事項に同意いただけない場合やサービスをご利用になられる方の

・都合その他事由により、サービス提供がされない場合があります。この場合でも、寄附金を返金することはいた

・しませんので、ご了承ください。(利用規約および重要事項についてはお近くの郵便局にて必ずご確認ください)

・寄附金の入金確認後、契約書類を郵送させていただきますので、必要事項をご記入の上、ご返送をお願いいたし

・ます。なお、契約書類郵送のため、ご登録いただいた氏名、住所、電話番号等の情報が、日本郵便㈱に提供されます。

※みまもりサービスに関する問合せ：日本郵便㈱(0120-23-28-86) 平日8:00~22:00、土日休日9:00~22:00

【内容】利用期間：6カ月間

日本郵便㈱

F-05801

みまもり訪問サービス

みまもりサービス 1セット(6カ月間)

ふるさと鯖江市で暮らす親御さんのご自宅に、毎月1回郵便局社員等が直接訪問します。

生活状況を確認して、その結果をご家族様へお知らせします。

寄附金額 60,000円

・お申込みになると、まごチャンネル受信ボックスが送付され、6ヶ月間のサービス利用が可能となります。

継続利用については追加サービスセットをお申込みください。

・送る側は、人数制限なし、容量制限なしです。

・送った動画や写真の閲覧が始まると、アプリに通知が届くので元気に暮らしてることが分かります。 ・

・受信ボックスには通信機能を内蔵しているので、おじいちゃんおばあちゃんに難しいWi-Fiの設定は不要です。

・受信ボックスの容量は、写真で約5万枚、動画であれば1分のものが約2000本保存可能です。

【内容】キット (高さ:40mm／幅:125mm／奥行き:130mm)  重さ：425g 利用期間：6カ月間

まごチャンネル スタートキット

G-05101

チャンネルサービス 1セット(6カ月間)

まごチャンネルサービスは、アプリからまごの動画や写真を送ると、実家のテレビで実物大の

まごが見られます。おじいちゃん、おばあちゃんが元気になること間違いなし。

㈱チカク寄附金額 80,000円

・ご寄付前に、一般社団法人 墓もり和尚 （０７７８－５２－６３６８）までご相談ください

墓所代行が可能な場所かをお調べ致します。

・寄付の受付後に（一社） 墓もり和尚より申込書をお送りいたします。

・お申込みの内容をご確認し、墓所の所在地並びに区画番号等を記入いただき、

（一社）墓もり和尚までご返送ください。

・代行サービス後、お写真の入った報告書を送付いたします。

・オンライン墓参り（VRカメラ映像３６０度) （通常のビデオ映像） 別途サービスも可能です。

お墓 お掃除・献花・お参り代行サービス

１回 C-06001
３回 G-06001

年１回 年３回の２サービスあり
鯖江市内の墓所(面積１坪程度）お掃除、献花、お参り、代行サービスです

年３回のみ、ふるさとのご家族様を墓所までお連れします

一般社団法人 墓もり和尚寄附金額 30,000円(年1回)
80,000円(年3回)

new



お 礼 品 に 関 す る 詳 細 な 情 報 は

【ふるさとチョイス】【さとふる】【A N Aのふるさと納税】【楽天ふるさと納税】を ご 覧 く だ さ い 。

【問合先・申込先】

鯖江市政策経営部財務政策課

〒916-8666 福井県鯖江市西山町13-1

TEL：0778-53-2220 FAX：0778-51-8164

E-mail：SC-Zaisei@city.sabae.lg.jp HP：https://www.city.sabae.fukui.jp/

▲鯖江市HP
（ふるさと納税） ▲ふるさとチョイス ▲さとふる▲ANAのふるさと納税 ▲楽天ふるさと納税


