10,000 円以上の寄附

10,000 円以上の寄附

10,000 円以上の寄附

①さっくり揚げ

②さっくり揚げ 塩

③印西手焼きせんべい

国内産もち米に青のりを加え、良質な油で
さっくりと手揚げし、甘口醤油をまぶした誰
からも愛される昔ながらの揚げおかきです。

国内産もち米に青のりを加え、良質な油で
さっくりと手揚げし、さっぱりとした塩味で
仕上げました。

国産米を使用し、一枚一枚丁寧に焼き上げた
せんべいです。

1 箱（10 袋入）
(協力)株式会社木村食品

1 箱（10 袋入）
(協力)株式会社木村食品

36～60 枚※店舗により枚数が異なります。
(協力)印西手焼きせんべい販売促進協議会

10,000 円以上の寄附

10,000 円以上の寄附

15,000 円以上の寄附

④キウイフルーツ（香緑）

⑤印西ネットメロン

⑥パパイヤメロン

酸味と糖度 16 度以上の甘みが抜群のおいし
さです。カラダに嬉しい栄養素がたっぷり詰
まっています。

とろけるような濃厚な香りと甘さで、とって
もジューシーなネットメロン。

さっぱりとした甘さが人気の印西を代表する
特産品。スーパー等では入手困難。

2 個（今年度のお申込みは 5 月末日まで）
(協力)ＪＡ西印旛

5 個（今年度のお申込みは 4 月末日まで）
(協力)ＪＡ西印旛

約 1.6～1.8kg(大玉 8～9 個程度)
(今年度のお申込みは 12 月末日まで)
(協力)マルニ農園

15,000 円以上の寄附

15,000 円以上の寄附

15,000 円以上の寄附

⑦すいか

⑧幸水

⑨豊水

昭和初期から「船穂すいか」として愛され、
爽やかな甘さが特徴。

シャリっとした食感で、果汁が豊富で甘みが
強いのが特徴の梨です。

幸水よりも大きく、酸味と甘みのバランスが
絶妙な梨です。

2 個（今年度のお申込みは 6 月末日まで）
(協力)ＪＡ西印旛

5kg（今年度のお申込みは 7 月末日まで）
(協力)ＪＡ西印旛

5kg（今年度のお申込みは 8 月末日まで）
(協力)ＪＡ西印旛

15,000 円以上の寄附

15,000 円以上の寄附

15,000 円以上の寄附

⑩印西アールスメロン

⑪本埜米

⑫ちばエコ農産物のお米

一株から一個しか収穫しないため、味が凝縮
し、糖度も高く、綺麗な網目が特徴の高級メ
ロンです。

毎年白鳥が飛来する本埜地区で、環境にやさ
しいちばエコ農産物栽培基準で栽培している
お米です。

化学肥料や農薬を通常の 50％以下に抑え、
丁寧な管理方法で栽培しているお米です。

2 個（今年度のお申込みは 9 月末日まで）
(協力)ＪＡ西印旛

8kg
(協力)ＪＡ西印旛

8kg
(協力)ＪＡ西印旛

15,000 円以上の寄附

15,000 円以上の寄附

15,000 円以上の寄附

⑬ベーグル シフォンケーキ

⑭彫刻缶 秋桜

⑮彫刻缶 扇（金・銀セット）

印西産や国内産の無農薬野菜や食材を使用し
たベーグルと印西産卵を使用したシフォン
ケーキのセットです。

一つ一つ丁寧にハンドメイドで作り上げる
「All Made in Japan」の高級感・重厚感あふ
れるお茶缶です。

一つ一つ丁寧にハンドメイドで作り上げる
「All Made in Japan」の高級感・重厚感あふ
れるお茶缶です。

ベーグル 12 個
プレーンシフォンケーキホール 18cm1 台（冷凍）
(協力)KomMizIb（コムミズイブ）

1 本（200g 用）
(協力)江東堂高橋製作所

各 1 本（150g 用）計 2 本
(協力)江東堂高橋製作所

15,000 円以上の寄附

⑯キウイフルーツ（香緑）
酸味と糖度 16 度以上の甘みが抜群のおいし
さです。カラダに嬉しい栄養素がたっぷり詰
まっています。

約 3kg(大玉 20 個程度)
(今年度のお申込みは 12 月末日まで)
(協力)マルニ農園

20,000 円以上の寄附

⑰丹波の黒大豆収穫オーナー権
生産者が収穫前まで栽培・管理を行い、収穫
前にオーナーへ引き渡します。

収穫は 10 月中旬頃（お申込者に通知します）
1 区画（約 30 ㎡）
今年度のお申し込みは 9 月末日まで
(協力)フレンドファーム武西

40,000 円以上の寄附

⑱ベジブーケ🄬
ベジブーケ🄬とは野菜やフルーツ、ハーブな
どを束ねて作ったブーケのことです。印西の
豊かな旬の彩りを存分にお楽しみください。

※今年度のお申込みは 11 月末日まで
(協力)美千代デザイン株式会社

650,000 円以上の寄附

550,000 円以上の寄附

⑲ひな人形セット「光映作 平安
雛(箔織り込み)」２０２０年版

⑳ひな人形セット「光映作 春日
雛(桜刺繍)」２０２０年版

㉑ひな人形セット「光映作 春日
雛(松竹梅刺繍)」２０２０年版

ダイヤのような光沢をもった箔を『唐草文様』
に織り込んだ本仕立の衣装です。

正絹に金彩と桜刺繍を施した本仕立の衣装
です。

正絹に金彩と松竹梅刺繍を施した本仕立の
衣装です。

間口 80cm×奥行 43cm×高さ 56cm
※今年度のお申込みは 12 月末日まで
(協力)藤沢人形工房

間口 82cm×奥行 44cm×高さ 39.5cm
※今年度のお申込みは 12 月末日まで
(協力)藤沢人形工房

間口 75cm×奥行 48cm×高さ 53.5cm
※今年度のお申込みは 12 月末日まで
(協力)藤沢人形工房

700,000 円以上の寄附

40,000 円以上の寄附

40,000 円以上の寄附

40,000 円以上の寄附

㉒ハズキルーペ（ラージ）

㉓ハズキルーペ（コンパクト）

㉔ハズキルーペ（クール）

ハズキルーペはメガネ・コンタクトの上から
も掛けられ両手を自由に、様々なシーンで使
える眼鏡型拡大鏡です。

ハズキルーペはメガネ・コンタクトの上から
も掛けられ両手を自由に、様々なシーンで使
える眼鏡型拡大鏡です。

ハズキルーペはメガネ・コンタクトの上から
も掛けられ両手を自由に、様々なシーンで使
える眼鏡型拡大鏡です。

1 本（ケース付き）
レンズ W145mm×H45mm
フレーム 164.5mm
(協力)神田通信工業株式会社

1 本（ケース付き）
レンズ W142mm×H35mm
フレーム 158mm
(協力)神田通信工業株式会社

1 本（ケース付き）
レンズ W142mm×H27.3mm
(協力)神田通信工業株式会社

フレーム 159.3mm

ハズキルーペをお申込みのお客様へ
㉒～㉔のハズキルーペは倍率、レンズの種類、フレーム色を下記よりお選びいただけます。申込書で直接申し込む
方は、申込書備考欄に倍率、レンズの種類、フレーム色をご記入ください。
倍 率…………（ラージ・コンパクト）1.85 倍、1.6 倍、1.32 倍
（クール）1.6 倍、1.32 倍
レンズの種類…クリアレンズまたはカラーレンズ
フレーム色……白、赤、紫、黒、チタンカラー、パール、ルビー、ブラックグレー、ニューパープル、ブラウン

55,000 円以上の寄附

110,000 円以上の寄附

㉕郵便局のみまもりサービス
「みまもり訪問サービス(６カ月)」

㉖郵便局のみまもりサービス
「みまもり訪問サービス(12 カ月)」

印西市で暮らす親御さんのご自宅に、郵便局
社員等が毎月１回訪問し、訪問時の様子をメ
ールでご家族様に報告するサービスです。

利用期間：６カ月間
※申込条件は、
「ふるさとチョイス」
をご確認ください。
(協力)日本郵便株式会社

印西市で暮らす親御さんのご自宅に、郵便局
社員等が毎月１回訪問し、訪問時の様子をメ
ールでご家族様に報告するサービスです。

利用期間：12 カ月間
※申込条件は、
「ふるさとチョイス」をご確認ください。
(協力)日本郵便株式会社

最新の返礼品情報は、随時、市ホームページ、ふるさとチョイスで
更新しているよ！

※掲載の都合上、返礼品番号がふるさとチョイスと本紙で一部異なっております。

