
ふるさと納税 感謝特典制度のご案内
埼玉県 日高市

ふるさと納税に関する
問い合わせ

お礼の品発送に関する
問い合わせ

日高市役所 総務部 総務課 庶務・ふるさと納税担当
TEL.042-989-2111（代表）  FAX.042-989-2316　メールアドレス furusato@city.hidaka.lg.jp 

ふるさと納税商品お問合せセンター　
TEL.0120-977-050（営業時間／9:30〜18:00　土・日・祝・12/29〜1/3休み）

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税サイトか
らお申込み、またはカ
タログの別紙「申込
書」をお送りください。

ご指定いただいた入
金方法をお選びいた
だき、ご入金をお願い
いたします。

「お礼の品」を選ぶ 「お礼の品」が届く

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

（※2）

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。
紛失されないようご注意ください。「寄附金受領証明書」は
申告者の氏名で発行します。再発行や発行後の氏名変
更はできませんのでご注意ください。 

※2：確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税先団
体（自治体）に「申告特例申請書」を提出いただくことで、
確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。但し年
間5自治体以内に限ります。

※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分につ
いて、個人住民税所得割の約2割を上限として税額控除
されます。詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確
認ください。

①所得税・住民税で控除
 ②住民税で控除（※3）

クレジットカード

払込取扱票

納付書

自治体窓口

現金書留

入金方法

払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から起算して１０日程度でお届けします。最寄りの
郵便局からお振込みください。寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

日高市役所　総務部　総務課　
庶務・ふるさと納税担当　窓口にてお支払いください。

＜送り先＞〒350-1292　埼玉県日高市大字南平沢1020番地　
日高市役所 総務部 総務課 庶務・ふるさと納税担当　宛

納付書は、申込日から起算して１０日程度でお届けします。＜お取扱いできる金融機関（全国の本・支
店）は以下の通りです＞埼玉りそな銀行・りそな銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・武蔵野銀行・東和
銀行・埼玉縣信用金庫・飯能信用金庫・中央労働金庫・いるま野農業協働組合

ホームページ「ふるさとチョイス」からお申込み後、
Yahoo!公金支払いの決済画面からご決済をお願いいたします。

手数料無料

郵送料はご負担ください。

手数料無料

手数料無料

手数料無料

注意事項
●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後2週間〜１ヶ月でのお届けを予定しております。 ●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。 ●お申
込み後の「お礼の品」の変更は出来ませんので、ご了承ください。 ●商品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、破損・不良品の場合は
速やかに対応させていただきます。 ●季節商品等はお届け情報をご確認ください。 ●冷蔵商品は発送前にご連絡いたします。 ●ご注文の状況によっては、一時
的に品切れが発生する場合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。 ●メーカーの都合
により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。 ●カタログ掲載商品は印刷再現上、色調が実物と異なる場合があります。 ●写真はすべてイ
メージです。小物類は商品に含まれません。 ●商品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、メーカーや施設の都合など、やむを得ない
事情により内容変更や取扱いを中止する場合がございます。 ●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

カタログ有効期限／2018年9月末　カタログコード5712

カタログ以外にも魅力の品を取り揃えたホームページもご覧ください。
http://www.city.hidaka.lg.jp

埼玉県 日高市

ふるさと納税 
お礼の品カタログ

1万円以上のご寄附をいただいた皆様に。

ふるさと納税（寄附）をされた方に対し、心ばかりのお礼として当市の特産品を進呈しています。
【対象となるのは】１回10,000円以上ふるさと納税（寄附）をされた方が対象となります。

（平成29年10月1日からは日高市外の方のみお贈りします）
お礼の品コースの合計金額が寄附金額の範囲内であれば、複数のお礼の品コースから最大10品まで組み合わせることができます。

（例）寄附金額 10,000円以上で…お礼の品10,000円コース×1つ
　　  寄附金額 50,000円以上で…30,000円コース×1つ + 10,000円コース×2つ
　　  寄附金額100,000円以上で…50,000円コース×1つ + 30,000円コース×1つ + 10,000円コース×2つ　など
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　日高市では、本市を応援しようとする方々か

ら広く寄附金を募り、これを財源として事業を

実施することにより、笑顔と元気があふれるま

ちづくりを行おうと平成22年度から日高市まち

づくり寄附金制度を施行し、「日高市まちづく

り基金」を設けています。

　この基金は、事業メニューから希望する事

業を指定し、寄附していただくことにより、その

事業の実現を図ることで、豊かな自然と悠久

の歴史に恵まれた市の特長を生かした魅力

あるまちづくりを進めていくものです。

　今年度も市内の特産品など魅力あるお礼

の品を取りそろえました。今後も日高市を応援

してくださる皆様のご厚意に報いるためより良

いまちづくりを進めてまいりますので、引き続き

多くの方々のご支援を賜りますよう、よろしくお

願いいたします。

埼玉県 日高市長 
谷ケ﨑 照雄

奥武蔵の自然豊かな緑と
清流のまちから、とっておきの
逸品をお選びください。

健康に育った牛のしぼりたての
牛乳から、ノンホモ低温殺菌で
ジェラートを作りました。

生乳100%の飲むヨーグルト
と【彩の国優良ブランド】濃厚
カマンベールチーズです。

サイボクハム自ら豚を育て、製造手
法は本場ドイツで学び、最上の肉質
の旨みを最大限に引き出しました。

自ら豚を育て、自らハム・ソーセージを
作るという完全一貫体制のもと「価
値ある本物」をお届け致します。

1946年の創業、完全一貫体制で
「価値ある本物」をお届け致します。

自ら豚を育て、自らハム・ソーセージを
作るという完全一貫体制のもと「価
値ある本物」をお届け致します。

第10回埼玉ご当地B級グルメ王決定戦で優勝した、
具材30種以上使用した餃子です。

このゆず巻漬は、奈良、平安
時代頃、高麗王若光と共に、
遠く高句麗の郷から伝来した
とも語り伝えられています。

韓国最上級唐辛子と天日塩使用、風味と減塩（2%
未満）にもこだわった手造りの逸品。植物性ナノ型乳
酸菌入り白菜キムチです。

日高市商工会高麗の里ブランド認証、高麗神社献上
の手造りサンドラキムチです。

iTQi（国際味覚審査機構）では、一流のシェフやソム
リエが味覚だけで審査を行う中で、有機醤油と柚子
醤油が３年連続三ツ星を受賞した商品です。

天然醸造の高麗郷丸大豆醤油と本鰹節の厚削りを
じっくり煮出した手づくりつゆ。県内産の大豆と小麦
を使用した地味噌（赤）（白）もお楽しみください。

埼玉県産の大豆と小麦を使用した天然醸造の高麗
郷丸大豆醤油は、色は明るく冴えがあり、うまみが多
く、つけ醤油にもかけ醤油にも最適です。

「熱烈中華食堂日高屋」の
お店で断然一番人気の餃
子をご自宅でお召し上がりく
ださい。

加藤牧場 ジェラート9個セット
●有限会社 加藤牧場 ●ジェラート100㎖ 9個入り（おまかせ9種
類） 発泡箱入 ※種類はお選びできません。※アレルギー物質 乳
を含む商品です。

加藤牧場 飲むヨーグルト＆
カマンベールセット
●有限会社 加藤牧場 ●飲むヨーグルト200㎖×4本、濃厚カマン
ベール×1個　段ボール箱入 ※お届け前にご案内させていただき
ます。 ※アレルギー物質 乳を含む商品です。

サイボクハム 天然羊腸ウインナーセット
●（株）埼玉種畜牧場・サイボクハム 
●ポークウインナー145ｇ・あらびきウインナー145ｇ・フランクフ
ルト180ｇ・ピザウインナー145ｇ　計4パック　化粧箱入り

サイボクハム 
ベーコン＆ロースハム定番セット
●（株）埼玉種畜牧場・サイボクハム ●ベーコン200ｇ・ロース
ハム230ｇ・ポークウインナー145ｇ　計3パック　化粧箱入り

加藤牧場 ホワイトデー
ミックスベリーアイスケーキ
●有限会社加藤牧場 ●長さ１6㎝。クリームチーズジェラート・ブ
ルーベリージェラート使用。 ●受付締切：2月28日 ●出荷時期：3
月12日から3月14日 ※オーナメントは予告なしに変更することが
ありますのでご了承ください。

サイボクハム 手造りみそ漬けセット
●（株）埼玉種畜牧場・サイボクハム ●ゴールデンポークロー
ス肉みそ漬け肉100g×2枚　ゴールデンポークバラ肉みそ漬
け肉100g×3枚 ●受付締切：2017年12月31日 ●出荷時
期：2018年1月上旬から2018年3月まで

サイボクハム おつまみオードブルセット
●（株）埼玉種畜牧場・サイボクハム ●黒胡椒パストラミ 250ｇ・ピ
ザウインナー 145ｇ・ビアサラミ 230ｇ　計3パック　化粧箱入り

ホワイト餃子 80個
●株式会社はながさ ●16個入り（2人前）パック×2パック（32
個）、24個入り（3人前）×2パック（48個） 合計4パック（80個）

高麗のゆず巻漬
●株式会社 ノア 玄鳳庵 ●ゆず巻漬 250g×4パック化粧箱入り 
●発注最終日：12月10日

創業30年高麗神社献上
サンドラキムチプレミアムセット
●株式会社 サンドラ ●手仕込み刻み生キムチ200g×5袋、手仕
込みカクテキ500g×1袋

高麗郷味めぐり
有機醤油・柚子・だしつゆセット
●弓削多醤油株式会社 ●有機醤油300㎖×3本、柚子醤油
300㎖×1本、有機だしつゆ300㎖×1本

高麗郷味めぐり 醤油・つゆ・味噌セット
●弓削多醤油株式会社 ●高麗郷丸大豆1ℓ×1本、高麗郷手造
りつゆ1ℓ×1本、地味噌（赤）500g×2ヶ、地味噌（白）500g×1ヶ

高麗郷味めぐり 醤油・つゆセット
●弓削多醤油株式会社 ●高麗郷丸大豆1ℓ×1本、木桶仕込
み醤油1ℓ×1本、高麗郷手造りつゆ1ℓ×1本

熱烈中華食堂 日高屋 冷凍餃子 150個
●株式会社ハイデイ日高 ●餃子30個入り×5パック（750ｇ×5=3.75
㎏）合計150個入り、たれ25個、箱サイズ14㎝×25㎝×38.5㎝

商品番号 5712-0139
商品番号 5712-0138

商品番号 5712-0097商品番号 5712-0096

商品番号 5712-0141商品番号 5712-0140商品番号 5712-0137
商品番号 5712-0098

商品番号 5712-0040商品番号 5712-0013

商品番号 5712-0008
商品番号 5712-0007商品番号 5712-0006商品番号 5712-0050

冷蔵冷蔵冷蔵

冷蔵

商品番号 5712-0146 冷蔵

冷凍

冷凍冷凍

冷凍

冷凍

1万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

昭和62年創業の老舗が提供する
高麗神社献上サンドラキムチ
●株式会社サンドラ  ●生キムチ550g×2、カクテキ500g×1

商品番号 5712-0012 冷蔵

加藤牧場 バレンタイン
ジャンドゥーヤアイスケーキ
●有限会社加藤牧場 ●長さ１２㎝。ヘーゼルナッツ風味のジャンドゥー
ヤジェラート使用。大人気メレンゲ菓子さくさくいちごがのっています。 
●受付締切：1月31日 ●出荷時期：2月１２日から2月14日 ※オーナメン
トは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

バレンタイン限
定の逸品。チョ
コレートソース
たっぷりのアイ
スケーキ、上に
はサクサクいち
ごのハート型メ
レンゲのトッピ
ング。

ホワイトデー
限定のクリー
ムチーズ・ブ
ルーベリージェ
ラートを使った
アイスケーキ。
バレンタイン
のお洒落なお
返しに。

冷蔵 クレジット
決済のみ

クレジット
決済のみ
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1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品 1万円以上の寄附で貰えるお礼の品

コンクールで数々の受賞歴をほこるトップパティシエ
が焼き上げるこだわりの焼き菓子、リピーターも多い
人気の焼き菓子を14個セレクトいたします。

日高産利平栗をマッコリの本場韓国で醸造。日本に
渡来（輸入）。高麗郡建郡1300年にちなんだ商品。

特産品の栗を餡にしておまんじゅうで包み込んだ「ひ
だかまろん」、日高市にある「埼玉女子短期大学」と
コラボして作った「ハニースイートポテト」。

写 真・映 像 撮 影のためのアルミ製 踏み台です。
1.3kgと軽量ながら、高さは30㎝、耐荷重100kg。
天板に乗れる「踏み台」で、座ることも可能。

国別に色分けさ
れた“行政地図”
を採用。英語表
記 の 地 球 儀 。
ソーラーパネル
搭載により光を
浴びて自動で
回転します。AC
アダプターの使
用により発光。

北天の夜空が部屋に広がります。星座線、星座名入
りで学習用としてもお使いいただけます。Rブラックは
約40分で1回転します。

ホワイト

レッド

真っ白でシャッキとした歯ざわりのうどはアクが少なく
みずみずしいのが特徴です。サラダや炒めもの、皮は
きんぴらなどがオススメ。

当店独自の黄身餡に大粒の栗を丸ごと包んで焼き
上げた彩の国優良ブランド品「栗こま娘」。発売以
来30年、当時の製法を守り続けています。

当店のカステラは、卵の割合
が多く、素材、製法にこだわっ
た逸品です。

雲台部はダブルナット式のカメラネジで
しっかり機材を固定できる、専用設計の
「 2ウェイ雲 台 」を装
備。上下・左右の動き
を一つのツマミで調整
できます。ジョイント部
はレバーを起こす/ねか
すだけの操作で、脚の
固定 解除を素早く快
適にできます。

雲台部分と本体部分をプラス
チック化し、角型の脚パイプを
採用することにより、軽量化と
お手頃価格を実現した4段
ファミリー向け三脚です。伸縮
部分を新構造とすることで「短
く持ち運べて背が高くなる」高
い伸縮比を実現しました。

スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒／
ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリッ
プ付きで撮影時にも安定して保持できます。

江戸時代から続く日高市の吉
野園。埼玉茶品種を飲み比べ
できる狭山茶の詰合せです。

円熟卵プチとろダシ醤油味は、秘伝のダシ醬油で半
熟のうずら卵を漬け込み、円熟卵彩郷は、卵「エルフ
ランス」を西京味噌に漬け込みました。

糖分を控え、うずら『シャントゥ･カィユ』の特選卵を惜
しみなく使用しています。3層構造、ミルクの層、卵の
層、カラメルの層をお楽しみください。

デスクの埃や、パ
ソコンのキーボー
ドなどのすき間の
お掃除に。立てて
置けば、書斎やデ
スクのマスコット
にもなる、かわい
いハリネズミの親
子をセットでお届
けいたします。

高麗の郷特産、狭山茶の高
麗の郷ブランド品。煎茶、微
醗酵茶、抹茶のセットです。

茶葉の香りを引き出す萎凋工
程を施した、品種生一本の高
級茶です。

造り込み煎茶は、芽・茎・葉を
使用し、さやま茶の旨みを余
すことなく仕上げたものです。

埼玉県西南部の日高市で、埼玉県産
の生乳を使用し地域の公共施設に牛
乳・乳製品を供給する製造工場です。

一日頑張った自分へのご褒美、そんなプチ贅沢にな
るようなコーヒーを…。スペシャルティコーヒーの楽し
さ、個性豊かな味わいが出るよう焙煎コンテストファ
イナリストの焙煎士が焙煎しました。 ハンディキャップを持つ仲間と果実

を育てています。1点1点手作りの
こだわりジャムをお楽しみください。

四季の菓子工房シャロンの
おまかせ焼菓子ギフト
●四季の菓子工房シャロン ●個包装した焼き菓子14個入り（化
粧箱入り）

【限定100個】奇跡の栗
「日高ぽロン」+栗マッコリ「マックリ」

●株式会社グラッツ ●奇跡の栗「日高ぽロン」 1kg、栗マッコリ
「マックリ」アルコール5%、750㎖ ●受付締切：10月30日 ●出
荷時期：１１月15日まで ※賞味期間：【日高ぽロン】冷蔵7日

ひだかしセット
●株式会社ケヤキ堂 ●ひだかまろん8個入（350ｇ） 254×151×47㎜ 
白箱・包装紙 賞味期限60日 1点、ハニースイートポテト4個入り（200ｇ）
130×105×70㎜ 印刷箱 賞味期限30日 1点、高麗郷クッキー12枚入り

（195ｇ）212×272×30㎜ 白箱・包装紙 賞味期限180日 2点

ケンコーハセガワ アルミ踏み台 IS-30
●株式会社ケンコー・トキナー ●天板高さ：30㎝、重量：1.3kg、設置寸
法（外寸） 全幅：38㎝／奥行き：31㎝、収納寸法（外寸） 全長：33㎝／
幅：38㎝／奥行き：18㎝ ※色はホワイト、レッドよりお選びください。

Kenko 地球儀 KG-140SAE
●株式会社ケンコー・トキナー ●本体サイズ：（W）140×（D）140×

（H）195㎜、本体重量：300g、球体サイズ：140㎜、電源：ACアダ
プター（発光）、ソーラー（回転）、化粧箱サイズ：（W）152×（D）152
×（H）213㎜、化粧箱重量：380g（商品込）

スターサテライト Rブラック
●株式会社ケンコー・トキナー ●投影恒星数（北天） 316個（1～4等星、星
座名、星座ライン入り）、光源：LED、回転式：約40分で1回転、連続作動時
間：12時間（アルカリ乾電池使用時）、最大投影距離：約2.5m、サイズ165×
175×170㎜、重量：約350g（電池含まず）、電源：単3形乾電池3本（別売）

日高市特産品 うど
●鳴河農園 ●8～10本入り 約3kg（箱：たて75㎝×よこ30㎝） 
●受付締切：2月10日迄 ●出荷時期：2月上旬から3月上旬まで 
※配送は常温 ※賞味期間：冷蔵7日

栗こま娘（12ヶ入り）
●有限会社栗こま娘本舗 亀屋 
●12個入り（1個 50g） 化粧箱入り

カステラ2本入り（プレーン・竹炭）
●有限会社栗こま娘本舗 亀屋 
●プレーンカステラ・竹炭カステラ 各1本 計2本 化粧箱入り

SLIK雲台付き一脚
●スリック株式会社 
●全高：1,685㎜、縮長：595㎜、重量：
540ｇ、パイプ径：26.8㎜、段数：4段、
2WAY雲台、ウレタングリップ、ストラッ
プが標準装備

SLIKファミリー三脚
●スリック株式会社 ●全高：1,540㎜、エレベーター下げ全高：
1,275㎜、縮長：470㎜、地上最低高：455㎜、重量：1,240ｇ、パ
イプ径：21㎜、段数：4段、専用ケース付き

SLIK高性能自撮り棒（セルフィーポッド720）
●スリック株式会社 ●全高：720㎜、縮長：260㎜、重量：160g、パ
イプ径：20㎜、段数：4段、最大積載重量：400ｇ、リストストラップ、ウレ
タングリップ、スマートフォンホルダーが標準装備。※取付可能なス
マートフォンのサイズ：幅56～85㎜、厚み10㎜以内

生粋狭山茶 味くらべ利き茶セット
●吉野園 ●さやまかおり100g、彩のみどり100g、こまかげ
100g （すべて真空パック化粧箱入り）

うずら鳳凰セット
●株式会社モトキ ●うずら円熟卵 プチとろ（うずら卵ダシ醬油漬
10粒入） 彩郷（うずら卵西京味噌漬8粒入）各2箱 ※賞味期限：
彩郷 製造日より21日、プチとろ 製造日より14日間 ※保存方法：
10℃以下で冷蔵保存してください。

うずら屋まったり濃厚大人プディングセット
●株式会社モトキ ●うずら屋 まったり濃厚大人プディング6個セット ※10℃以
下の冷蔵で保存してください。※保存料を使用していないので、お早めにお召し上
がりください。※表面が萎縮してヒビが入ることがありますが品質に問題ありませ
ん。※輸送時の振動によりカラメルが移動することがあります。※配送前にメール
にてご案内いたします。不在の場合は再送はいたしません。※賞味期間：冷蔵5日

デスク、キーボード用埃払い
（ハリネズミ型ブラシ）

●有限会社青山工房 ●馬毛、桧材 ハリネズミ（大）全長10.5
㎝、ハリネズミ（小）全長7㎝、紙箱入り

高麗の郷ブランド品 狭山茶
●株式会社 備前屋 ●わらべ日記咲玉100g、抹茶翡翠40g

（缶入）、琥白21g、高麗神社50g、巾着田50g

萎凋香狭山茶 品種生一本 紫にほふ（ロ）
●株式会社 備前屋 ●琥白21g、手摘みふくみどり45g、やぶき
た55g

狭山茶2種詰合せ
●株式会社むさし野園 ●さやま煎茶 造り込み煎茶120g／高
級煎茶 日和田100g （2種化粧箱入り）

昔ながらの学校給食牛乳詰合せ
●西武酪農乳業株式会社 ●3.6牛乳200㎖ 8本、ミルク珈琲 
8本、西武ヨーグルトBB-12　80g 6個

自家焙煎珈琲ジュリアン
スペシャルティコーヒーセット
●自家焙煎珈琲 ジュリアン ●コーヒー豆3種 内容：ブレンド1種・
シングルオリジン2種 各180g　総重量：約780g 
※コーヒー豆は季節に合った焙煎士オススメのものが入ってます。

栗・ブルーベリージャム 5個詰合せ
●特定非営利活動法人 ぶどうの樹 ●ブルーベリージャム2個

（1個190g）・栗ジャム3個（1個190g）  計5個

商品番号 5712-0069
商品番号 5712-0080

商品番号 5712-0087 商品番号 5712-0110 
商品番号 5712-0112 商品番号 5712-0114

商品番号 5712-0037
商品番号 5712-0010 商品番号 5712-0011

商品番号 5712-0042
商品番号 5712-0043

商品番号 5712-0060

商品番号 5712-0017
商品番号 5712-0103

商品番号 5712-0104
商品番号 5712-0051

商品番号 5712-0014 商品番号 5712-0015 商品番号 5712-0016 商品番号 5712-0088

商品番号 5712-0093
商品番号 5712-0095

冷蔵
冷蔵

冷蔵

冷蔵
冷蔵

冷蔵

国産紅茶を全国に広めたパイ
オニアの吉野園。自家栽培の
国産紅茶です。

元祖 さやま紅茶・琥珀の茗セット
●吉野園 ●香りのべにひかりリーフ65g、甘味のリーフ75g、
ティーバッグ20個（1個2.5g） 化粧箱入り

商品番号 5712-0018

黄金色の新芽で濃厚な玉露の
味の天然白葉茶。日本で当園だ
けの栽培、茶品種は蓬菜錦茶で
す。通の方におすすめです。

黄金色の狭山茶 玉露のうま味セット
●吉野園 ●3袋（1袋：6gパック×5個入り）、化粧箱入り

商品番号 5712-0019
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奥武蔵の山々から流れ出る高麗川のたもとに弘化
元年（1844）創業。豊かな味わい、まろやかな口当
たり、芳醇な香りが自慢の地酒です。

良質の水、厳しい冬の寒さ、吟味された米、170年余り
の永い伝統の技から造られる清酒は、味わい、口当た
り、香りが自慢の日高・高麗川の地酒です。

高麗の郷特産狭山茶と茶葉
の香りを最大限に引き出した
萎凋香の最高級茶。

ベーシックな自由雲台付きテーブ
ル三脚。最大パイプ径は20㎜。
本体はプラスチック製で軽量化。
脚の伸縮はナット式。雲台は自由
雲台「SBH-100BKN」を装備。

運動会などのイベ
ントでは、撮 影ス
ペースの都合で三
脚を使えない場面
が増えてきました。
入学式や学芸会、
講演会等の記録
では、イスが邪魔になり、三脚を立てるこ
とが困難です。そのようなシーンでの撮影
記録用途に便利なのが「スタンドポッ
ド」、自立脚が付いた一脚です。 

自ら豚を育て、自らハム・ソーセージを作
るという完全一貫体制のもと「価値あ
る本物」をお届け致します。

サイボクハム人気の商品をハム・ソー
セージ・ベーコンとバラエティー豊かに
詰め合わせたセットです。

飲むヨーグルトは生乳100%で
作っています。 地肌をやさしくマッサージするように、時には垢

スリ気分でごしごしと、肌当たりの良い馬の毛
のボディブラシでさっぱりとした洗い心地です。

埼玉県日高市が全国生産量
第1位の栗の王様「利平栗」
を100％使用。日高産利平栗
をマッコリの本場韓国で醸造
しました。

うずらの鳴き声「御吉兆（ごきっちょう）」にあやか
る鶉づくしの招福ギフト。鶉卵を練り込んだラーメ
ン、盛り付けは、調理済みの鶉肉と、ダシ醤油で
ゼリー状に固まった半熟卵。更に、サイドメニュー
のサラダの中心にも鶉のお肉を、岩下漬けと西
京漬けを添えて彩と特別感を演出します。

スタイリッシュなデザイ
ンのインテリア 地 球
儀。自動回転式。学校
教材・教具の編集およ
び製品加工（教材用の
掛け地図、地球儀、児
童生徒用社会科副読
本地図帳）、小中学校
用教科書に地図を提
供している会社です。

最大1200倍の顕微鏡セッ
ト。見たいものに合わせて倍率
を変えてお楽しみください。

シリコン素材のグリップ部は柔らかく長時間
使用しても手への負担が少なくなります。暗
いところではグリップ部と杖先が光ります。

清酒 君が旗 大吟醸1800㎖
●長澤酒造株式会社 ●君が旗 大吟醸1.8ℓ 1本

清酒 高麗王 純米吟醸&吟醸酒 1.8ℓ 2本セット
●長澤酒造株式会社 ●高麗王 純米吟醸1.8ℓ×1本、高麗王 
吟醸酒1.8ℓ×1本 計2本

萎凋香狭山茶 品種生一本 紫にほふ（ニ）
●株式会社 備前屋 ●手摘みやぶきた45g、やぶきた55g、釜炒
りプラチナゆめわかば21g、手摘みふくみどり45g、ふくみどり55g

SLIKローポジション用三脚
●スリック株式会社 ●全高：220㎜、縮長：205㎜、重量：320ｇ、
パイプ径：20㎜、段数：2段、専用ケース付き

SLIK自立式一脚
●スリック株式会社 ●全高：1,775㎜、縮長：720㎜、重量：720
ｇ、パイプ径：26.8㎜、段数：4段、専用ケース付き

サイボクハム バラエティーセット
●（株）埼玉種畜牧場・サイボクハム ●黒胡椒
パストラミ250ｇ・ポークソーセージ230ｇ・ベーコン
200ｇ・ポークウインナー145ｇ・フランクフルト180
ｇ・あらびきウインナー145ｇ・ロースハム230ｇ 計
7パック 化粧箱入り

サイボクハム ボリュームセット
●（株）埼玉種畜牧場・サイボクハム ●ホワイト
ロース450ｇ・ベーコン400ｇ・ポークウインナー145
ｇ・フランクフルト180ｇ 計4パック 化粧箱入り

さをり織りバッグ
●特定非営利活動法人 ぶどうの樹 ●横25㎝×縦20㎝前後

（持ち手含まず）サイズは目安です

加藤牧場 乳製品とカマンベール、
ミルクジャムのセット
●有限会社 加藤牧場 ●飲むヨーグルト200㎖×6本、ヨーグル
ト90g×6本、ミルクジャム200g×1個、濃厚カマンベール1個、段
ボール箱入 ※お届け前にご案内させていただきます。

ボディブラシ
●有限会社青山工房 ●馬毛、桧材 全長34㎝、ふつう

（白） 写真中央の商品1本となります。

高麗の郷ブランド 栗マッコリ
「マックリ」3本セット
●株式会社グラッツ 
●「マックリ」アルコール5％、750㎖

高麗の郷ブランド 栗マッコリ
「マックリ+プレミアムマックリ」
●株式会社グラッツ ●「マックリ」アルコール
5％、750㎖、「プレミアムマックリ」アルコール
10％、750㎖、栗含有量はマックリの2倍

うずラーメン御吉兆セット
●株式会社モトキ ●うずら円熟卵 プチとろ（うずら卵ダシ醬油漬10粒入、岩下漬10粒入）、彩郷（うず
ら卵西京味噌漬8粒入）各1箱、エスカベッシュ1缶、御吉兆ラーメン4食入1箱、化粧箱入 ※保存方法：
10℃以下で冷蔵 ※配送前にメールにてご案内いたします。不在の場合は再送はいたしません。　

Kenko 地球儀 KG-140AE
●株式会社ケンコー・トキナー ●製品サイズ（W）140×（D）140×

（H）175㎜、製品重量：240g、球体サイズ：140㎜、電源：単3アル
カリ乾電池2本（別売）、化粧箱サイズ：（W）152×（D）152×（H）
196㎜、化粧箱重量：320g（商品込）

Do･Nature 
STV-600M 
1200倍顕微鏡
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：200倍・600倍・1200倍、
電源：単3形乾電池2本使用（別売）、付属品：拡大鏡、採集容器、
カバーグラス、ラベル、ピンセット、採集ピン、スライドグラス、プレパ
ラート、メス、ヘラ、交換用電球、ドライバー

商品番号 5712-0022
商品番号 5712-0023 商品番号 5712-0026

商品番号 5712-0044 商品番号 5712-0045 商品番号 5712-0102

商品番号 5712-0143
商品番号 5712-0053

商品番号 5712-0149
商品番号 5712-0148

商品番号 5712-0105

商品番号 5712-0115

商品番号 5712-0119

商品番号 5712-0130 

商品番号 5712-0100 冷蔵

商品番号 5712-0099 冷蔵

冷蔵

冷蔵

2 万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

1万2千円以上の

寄附で貰えるお礼の品
1万5千円以上の

寄附で貰えるお礼の品

2万5千円以上の

寄附で貰えるお礼の品

光る！手にやさしいグリップ杖 RTL10304OF
●株式会社ケンコー・トキナー ●高さ：84～94㎝（5段階）、クリッ
プ（持ち手）長さ：12.8㎝、重量：0.35kg、先ゴム幅：3.7㎝、折り畳
み時高さ：30㎝、セット内容：本体、収納用袋

飼料から厳選し、規則正しく健康に育った牛の乳は本
当においしい！牧場のしぼりたての味
を生かし、ノンホモ低温殺菌でジェ
ラートを作りました。

加藤牧場 ジェラート18個セット
●有限会社 加藤牧場 ●ジェラート100㎖ 18個入り（おまかせ18種類）発
泡箱 ※種類はお選びできません。※アレルギー物質 乳を含む商品です。

商品番号 5712-0142
冷凍

5712-0148 5712-0149

5712-0099 5712-0100

さをり織りの生地を
使った、手づくりバッグ
です。使い勝手が良
いようにポケットがたく
さん付いてます。合皮
や帆布の生地を合わ
せて職人が一点一点
作っています。世界に

一つだけのとって
おきの商品をこち
らでお選びしてお
届けいたします。

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の申し受けはいたしておりません。

明るい室内では地球儀、部屋を暗くするとセ
ンサーで光る天球儀になる、1台2役の地球
儀です。国別に色分けされた「行政地図」を
採用し、またレリーフ併用により地形の様子
も分かる本格派です。

Kenko 地球儀＆天球儀 KG-200CE
●株式会社ケンコー・トキナー ●電源：単3型乾電池3本（別
売）、電池寿命：約35時間（ON/オートパワーオフを繰り返した場
合）、本体サイズ：（W）200×（D）220×（H）280㎜、本体重量：
470g、球体サイズ 200㎜、化粧箱サイズ：（W）205×（D）205×

（H）300㎜／化粧箱重量：680g（商品込）

商品番号 5712-0111

満天の星空を鑑賞できるホームプラネタ
リウム 天井いっぱいに広がる満天の星
空をご家庭で気軽に鑑賞できます。

プラネタリウム NEW
スターミュージアム NSM-03 ホワイト
●株式会社ケンコー・トキナー ●投影方式：光学式、レンズ：光学レンズ、光源：1W ホワイトLED、星のスピー
ド：5段階スピード時計回り/反時計回り、表示天体の設定：日付、時間、投影範囲：2mの距離の時1.8×
2.2m、観測地点：北緯35°/南緯35°、自動電源オフ機能：30分/60分/120分、電源：単3形乾電池3本（電
池は別売）／4.5V DC、単3形乾電池使用時の連続作動時間：約3時間、（使用環境により異なります）、サ
イズ：H200×D170×W170㎜ （台座含む）、重量：665g （台座含む/電池、その他付属品を除く）、セット内
容：プラネタリウム本体、スタンド、 フィルム3種（北半球の星/南半球の星/北半球の星座）、取扱説明書

商品番号 5712-0113

マイクロ波殺菌焙煎機で製造
し香りの良い甘味のあるお茶に
仕上げております。

「熱烈中華食堂 日高屋」のお
店で一番人気の餃子をご自宅
でお召し上がりください。

サイボクハムのブランド豚「ゴール
デンポーク」を使用するなど最高
の食材を追い求め、究極のホワイ
ト餃子を目指しています。

さやま茶3種のみくらべセット
●株式会社むさし野園 ●高級煎茶ティーバック4g×10袋/高級
煎茶、かわせみ50g／特上煎茶こまがわ150g（3種化粧箱入り）
※パッケージデザインが変更になる場合があります。

熱烈中華食堂 日高屋 冷凍餃子 
150個（2回お届け）
●株式会社ハイデイ日高 ●餃子30個入り×5パック（750ｇ×
5=3.75㎏）合計150個入り、たれ25個、箱サイズ14㎝×25㎝×
38.5㎝、連続で2回お届け

ホワイト餃子80個（10人前）を2回お届け
●株式会社はながさ ●16個入り（2人前）パック×4袋（64個）・24
個入り（3人前）パック×4袋（96個） 合計160個 連続2回お届け

商品番号 5712-0027
商品番号 5712-0052

商品番号 5712-0058
冷凍

2回お届け

2回お届け

冷凍



冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵

持ち運びのコンパクトさを追
求。反転式の伸縮方式によ
り、全高は1,014㎜と1mを
超える高さを実現。

新たな開脚機構「ハライ
チロックシステム」を採用
し、操作性が進化した新
スプリントシリーズ。全高
1,605㎜と背の高さを意
識した、20㎜アルミパイ
プ4段三脚。

スリック スプリントＬ110
●スリック株式会社 ●最大搭載荷重：2kg、全高：1,605
㎜、エレベーター下げ全高：1,305㎜、地上最低高：165
㎜、縮長：475㎜、パイプ径：20㎜/4段、重量：1,180g、付
属品:三脚ポーチ

スリック エアリーS100
●スリック株式会社 ●最大搭載荷重：1.5kg、全高：1,014㎜、エレベー
ター下げ全高：890㎜、地上最低高：158㎜、縮長：300㎜、パイプ径：20
㎜/4段、重量：750g、自由雲台、マルチポジション、分割センターポール
式、雲台分離可、レバー式脚ロック反転式EV、付属品:三脚ポーチ

※安全に製品をご使用いただくための重量表記です。撮影時のブレに関しては機材の重量のみで決定できません。

商品番号 5712-0109商品番号 5712-0107
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2 万 5千円以上の寄附で貰えるお礼の品

洋服ブラシは、埃を払って生地を清潔に保ちつつ、
毛並みや風合いを整え、洋服のつややかさを蘇らせ
ます。しなやかな馬毛を使用した洋服ブラシです。

ふるさと納税限
定！大きな7号サ
イズ 。生クリー
ムやスポンジ等
一切使わず、加
藤 牧 場 のジェ
ラートだけで作
りました。韓国最上級唐辛子と天日塩

使用、風味と減塩（2%未満）
にもこだわった手造りの逸品。

第10回埼玉ご当地B級グルメ王
決定戦で優勝した、具材30種以
上使用した餃子です。

脚 部 分は「アル・ティム 
330 E」と共通の、アル・
ティムシリーズの動画対
応 版 。最 大 パ イプ 径
23.4㎜のAMT合金パイ
プを採用。 脚パイプには
ウレタングリップ付。三脚
ケース付属。

倍率35～100倍ズーム式 パ
ソコン取付け専用マイクロス
コープ。様々な角度から観察
が可能です。パソコンと接続し
て観察を行う顕微鏡です。

2倍対物レンズを搭載したモデル。赤外線
照射内蔵で暗闇での暗視が可能です。「熱烈中華食堂日高屋」のお

店で断然一番人気の餃子をご
自宅でお召し上がりください。

高麗の郷特産狭山茶をオリジナル
日本画の絵柄で缶詰にしました。

伝統の技から造
られる清酒は、味
わい、口当たり、
香りが自慢の日
高・高麗川の地
酒です。

加藤牧場のフレッシュなナチュラル
チーズと伝統あるヨーロッパのナ
チュラルチーズの組み合わせです。

洋服ブラシは、埃を払って生地を清潔に保ちつつ、毛並
みや風合いを整え、洋服のつややかさを蘇らせます。

170年余りの永い伝統の技
から造られる、日高・高麗川の
地酒です。

自ら豚を育て、自らハム・ソーセージを作るという完全
一貫体制のもと「価値ある本物」をお届け致します。

杖ブレラーは傘の中に杖が収納されている
ので、傘と杖、2通りの使い方ができます。
オシャレにご使用頂けます。

HURRYCANEが日本
に上陸！ベース部には
杖先ゴムが3個ついて
おり、杖から手を放して
も倒れずに自立します。
高さ調整は８段階（77
～95㎝）身長に合わせ
てお使い頂けます。折
りたたみ式で、使用しな
い時はコンパクトに持
ち運ぶことができます。

接眼レンズが360°回転し、見
やすい位置で観察できる200
倍顕微鏡です。

カシミア対応洋服ブラシ 柄付
●有限会社青山工房 ●馬毛、桧材 全長28㎝ 紙箱入り

加藤牧場プレミアムＸ’ｍａｓ
アイスケーキ（7号）
●有限会社 加藤牧場 ●ふるさと納税限定！大きな7号サイズ。 ●受付締
切：12月9日まで ●出荷時期：12月19日から12月24日まで ※お届け予定
日については、別途ご案内メールをいたしますので必ずご確認ください。

創業30年高麗神社献上 サンドラキムチ
プレミアムセット3回お届け
●株式会社 サンドラ ●手仕込み刻み生キムチ200g×5袋、手
仕込みカクテキ500g×1袋を毎月連続3回お届け

ホワイト餃子80個（10人前）を3回お届け
●株式会社はながさ ●16個入り（2人前）パック×6袋（計96個）・24
個入り（3人前）パック×6袋（計144個） 合計240個 連続3回お届け

スリック アル･ティム 330HD
●スリック株式会社 ●最大搭載荷重3kg ※安全に製品をご使用い
ただくための重量表記です。撮影時のブレに関しては機材の重量の
みで決定できません。全高：1,607㎜、エレベーター下げ全高：1,257
㎜、地上最低高：309㎜、縮長：596㎜、パイプ径：23.4㎜/3段、重量：
1.890g、3ウェイ雲台、マルチポジション　分割センターポール式、水
準器、雲台分離可、レバー式脚ロック、反転式EV、付属品:三脚ケース

Do･Nature Advance STV‐A100M3D
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率 35倍～100倍（17型スクリーン使用時）イメージセンサー 130万画素 
CMOS 画像形式 JPEG USBポート USB2.0以上 静止画サイズ 160×120、176×144、320×240、352×
288、640×480、1280×960 動画サイズ 160×120（30fps）、352×288（30fps）、320×240（30fps）、176
×144（30fps）、160×120（30fps）、1280×960（9fps）、1280×1024（9fps） 電源 単3形乾電池4本（別
売）使用またはUSBバスパワー セット内容 PC顕微鏡本体、プレパラート、スライドグラス、ピンセット、ペトリ皿、CD-
ROM、USBケーブル ■パソコン環境 対応OS 7（32bit/64bit）、8.0（32bit/64bit）、8.1（32bit/64bit）CPU 
Intel Core2Duo（1.83GHz）もしくはそれ以上 メモリー 2GB HDDの必要容量 1GB以上の空き容量 インター
フェイス USB2.0以上 ※動作環境を満たすパソコンでも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合が
あります。予めご了承ください。※上記動作環境は最低限度の条件を満たした仕様です。OSに対応した動作環境
が必要になります。※OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証はいたしません。※USBハブや拡張USBポー
トに接続した状態での使用、自作機および改造を加えたパソコンについては動作保証はいたしません。

YUKON #24041 
SPIRIT 2×24
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：2倍、対物
レンズ有効径：24㎜、映像増倍管：第1世代、解像
度：36lp/㎜、ひとみ径：5㎜、アイレリーフ：12㎜、最
大視認距離：約120m（※使用条件によって異なり
ます。）、電源：単3形乾電池2本（別売）、重量：約
330g、サイズ（H×D×W）140×106×60㎜

熱烈中華食堂 日高屋  
冷凍餃子150個（3回お届け）
●株式会社ハイデイ日高 ●餃子30個入り×5パック（750ｇ×
5=3.75㎏）合計150個入り、たれ25個、箱サイズ14㎝×25㎝×
38.5㎝、連続で3回お届け

茶箱入狭山茶たっぷり10本セット
●株式会社 備前屋 ●茶箱（タテ240×ヨコ340×高さ270㎜）、
茶筒（直径80×高さ140㎜）、狭山煎茶武蔵野100g×4、狭山山
出し100g×4、上ほうじ茶100g×2

狭山茶バラエティーセット・
オリジナル缶詰とお菓子の詰合せ
●株式会社 備前屋 ●三葉摘み八十八夜煎茶 松籟、白萩、咲玉、宮の
尾、山出し各100g缶詰、琥白30g缶入り、抹茶の彩（1個50g）6個箱入り

日高の地酒1.8ℓ 6本セット
●長澤酒造株式会社 ●高麗王 純米吟醸 1.8ℓ×1本、高麗王 吟醸酒 
1.8ℓ×1本、高麗王 純米酒 1.8ℓ×1本、高麗王 上撰本醸造 1.8ℓ×1本、
君が旗 原酒 1.8ℓ×1本、かわせみの里 特別本醸造 1.8ℓ×1本 計6本

加藤牧場12種ナチュラルチーズセット
●有限会社 加藤牧場 ●【加藤牧場】ストリングチーズ、フロマージュブラン、カ
チョカバロ、おつまみチーズ醤油＆黒こしょう、おつまみチーズイタリアン、【フラン
ス】ミモレット、【オランダ】ゴーダ、エダム、【オーストラリア】クリームチーズ、【イタリ
ア】タレッジオ、ゴルゴンゾーラピカンテ、パルミジャーノレッジアーノ　12種類

カシミア対応洋服ブラシ 大判
●有限会社青山工房 ●馬毛、桧材 全長21㎝ 紙箱入り

日高の地酒720㎖ 6本セット
●長澤酒造株式会社 ●君が旗 大吟醸720㎖×1本、高麗王 たる酒
720㎖×1本、高麗王 純米吟醸720㎖×1本、高麗王 吟醸酒720㎖
×1本、高麗王 純米酒720㎖×1本、君が旗 原酒720㎖×1本 計6本

サイボクハム 自慢のハム＆
天然羊腸ウインナーセット
●（株）埼玉種畜牧場・サイボクハム ●ロースハム500ｇ・スモー
クハム650ｇ・黒胡椒パストラミ250ｇ・ポークウインナー145ｇ・あ
らびきウインナー145ｇ　計5パック　化粧箱入り

杖ブレラー ＲＴＬ10399
●株式会社ケンコー・トキナー ●高さ（H）：87.8㎝～92.8㎝ （全
体）86.5㎝～91.5㎝ （杖単体）、グリップ（持ち手）：長さ 13㎝、
重量：0.62 kg（全体）、0.27（杖単体）、先ゴム幅：2.9㎝（全体）、
1.5㎝（杖単体）、セット内容：本体、収納用袋

自立式杖 HURRYCANE（ハリケーン）
●株式会社ケンコー・トキナー ●高さ：77㎝～95㎝（8段階）、グリッ
プ（持ち手）長さ：12㎝、重量：0.46kg、先ゴム幅：3.3㎝、折り畳み時
高さ：37㎝、セット内容：本体、収納用袋 ※色はお選びください。

Do･Nature Advance STV-A200SPM
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：60倍、120倍、200倍、電
源：単4形乾電池3本（別売）、セット内容：顕微鏡本体、スマートフォ
ン用アダプター、プレパラート、スライドグラス、カバーグラス、採集ビ
ン、ピンセット、取付可能なスマートフォン：スマートフォン本体の底部
分からレンズ中心部までの長さが約100～155㎜の範囲内かつ、
幅が約50～90㎜の範囲内であること。※サイズ適応外のスマート
フォン、またはデジタルカメラなどではご使用になれません。

商品番号 5712-0055

商品番号 5712-0147

商品番号 5712-0059

商品番号 5712-0106

商品番号 5712-0118
商品番号 5712-0121

商品番号 5712-0054
商品番号 5712-0136

商品番号 5712-0031 商品番号 5712-0034 商品番号 5712-0145
商品番号 5712-0056

商品番号 5712-0029
商品番号 5712-0101

商品番号 5712-0134
商品番号 5712-0129

商品番号 5712-0116

冷蔵

冷蔵
冷蔵

商品番号 5712-0144 冷凍

冷凍
冷凍

両目で観察できる「双
眼顕微鏡」。検体を
立体的に見ることが
できます。アダプター
でスマートフォンを取
り付けて撮影すること
も可能。接眼レンズ
が付属しており、倍率
を変えて楽しめます。

Do･Nature Advance 
STV-A100SPM
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：45倍、100倍、電源：単4形乾電
池3本（別売）、セット内容：顕微鏡本体、接眼レンズ：45倍用（顕微鏡に
セット済）・100倍用、スマートフォン用アダプター、プレパラート、スライドグ
ラス、カバーグラス、採集ビン、ピンセット、取付可能なスマートフォン：スマー
トフォン本体の底部分からレンズ中心部までの長さが約100～155㎜の
範囲内かつ、幅が約50～90㎜の範囲内であること。※サイズ適応外の
スマートフォン、またはデジタルカメラなどではご使用になれません。 

商品番号 5712-0117

独自開発設計のガラスモールド
非球面レンズを使用。プロフィー
ルドシリーズ双眼鏡を覗いて見て
ください。違いがわかるはずです。

名匠、安田幸吉氏設計のメン
バーコースです。フェアウェイ・
ラフ等、高度なコース管理によ
り整備されたニューベントグ
リーンを移りゆく季節と共にお
楽しみください。

非球面レンズ双眼鏡『プロフィールド 7×32』
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率7倍、対物レンズ有効径：32㎜、レンズコート：マルチコート、実視界：
8.5°、明るさ：20.8、見かけ視界：54.9°※、1000m先の視野：148.6m、ひとみ径：4.57㎜、アイレリーフ：
19㎜、最短合焦距離：5m、サイズ：H125×D58×W182㎜、重さ：630g、眼幅調整範囲：58.5～71.5
㎜、生産国 フィリピン、三脚取付けホルダー（別売）が使用可能。長時間の観測に便利です。
※見かけ視界はISO 14132-1:2002に基づいた計算をしています。

平日プレー無料チケット（キャディー・カート・食事付）
●高麗川カントリー倶楽部 ●お一人様平日プレー無料チケット 1枚（キャディー・カート・食事付き）
※有効期限：発行日より1年間（土、日、祭日はご利用になれません） ※ご使用の際は、必ず事前の予
約をお願いいたします。 ※このプレーチケットを使用されることもお伝えください。

商品番号 5712-0150
商品番号 5712-0151

3 万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

4万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

5万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

6万5千円以上の

寄附で貰えるお礼の品
6万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

3回お届け 3回お届け

ブルー

レッド

パープル

ブラック

お茶の保管に最
適な茶箱入った
狭山茶。軽い飲
み口であとあと、
2杯3杯と飲みた
くなるお茶です。
おいしい狭山茶
を毎日飲んで健
康な毎日をお過ご
しください。

年3回お届け

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の申し受けはいたしておりません。

クレジット
決済のみ



スリック独自の開脚機構「ハ
ライチロック」の採用で、セット
が簡単。LEDライト装備で登
場。地上わずか187㎜のロー
ポジション撮影も可能です。

スリックの技術を結集した大型三
脚。超望遠レンズの撮影やスタジ
オユースに最適です。使い勝手を
向上させました。

スマートフォンで操作するコン
パクト赤道儀。極軸望遠鏡、
暗視野証明も付いて精密な
極軸合わせも可能。スマート
フォンで北極星の位置を表
示、極軸合わせも簡単です。

EDガラスレンズを採用し色
収差を抑えたクリアでシャー
プな高解像度を実現。ダハ
プリズムにはフェイズコート
を施し、補助プリズムには
誘電体多層膜を施し、解像
力やコントラストを向上明る
い視野を可能にしました。

GPSセンサー・方位・水平
センサー等最新のシステムを搭載したLX200ACF
シリーズ。天体観測が誰でも簡単に使えます。

スリック エアリーカーボン 645LED
●スリック株式会社 ●最大搭載荷重：3kg ※安全に製品をご使用いただくため
の重量表記です。撮影時のブレに関しては機材の重量のみで決定できません。
全高：1,466㎜、エレベーター下げ全高：1,217㎜、地上最低高：187㎜、縮長：
370㎜、パイプ径：22㎜/5段、重量：1,065g、付属品:三脚ケース

自動導入機能付き反射式望遠鏡
（スカイエクスプローラーSE-GT100N）

●株式会社ケンコー・トキナー ●天体望遠鏡の種類：ニュートン反射式、対物レンズ有
効径：100㎜、焦点距離：450㎜、極限等級：11.8等星、F値：4.5、集光力：204.08倍、分
解能：1.16秒、接眼部サイズ（スリーブ径）：φ31.7㎜、鏡筒のサイズ：140×420㎜（突起
部含まず）、鏡筒の重さ：1.6kg、架台タイプ ：経緯台式（エンコーダー内蔵）、モーター：DC
サーボモーター、三脚+架台の高さ：840～1375㎜（突起部含まず）、三脚+架台の重さ：
3.4kg、電源：単3形乾電池8本（別売）またはACアダプター（別売）、乾電池での駆動時
間：約4時間 （アルカリ乾電池使用時。時間は目安で、環境により異なります。）

SLIK高性能カーボン三脚
●スリック株式会社 ●対応機材：デジタル一眼レフ+望遠レンズ、最大搭載荷重：5kg 
※安全に製品をご使用いただくための重量表記です。撮影時のブレに関しては機材の
重量のみで決定できません。全高：1,819㎜、エレベーター下げ全高：1,499㎜、地上最
低高：368㎜、縮長：710㎜、パイプ径：28㎜/3段、重量：2.330g、3ウェイ雲台、マルチポ
ジション、分割センターポール式、3軸水準器、Wナット、雲台分離可、ナット式脚ロック、
反転式EV、付属品:ケース、ストーンバッグ、ウエイトフック、交換用スパイク石突、スパナ

SLIKプロ用アルミ三脚
（プロフェッショナル4N）

●スリック株式会社 ●全高：2530㎜、縮長：
935㎜、重量：6810ｇ、パイプ径：36㎜、段
数：4段、最大積載重量：10ｋｇ、三脚ケースが
標準装備

大口径防水双眼鏡『アバンター10×42』
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：10倍、対物レンズ有効径：42㎜、コーティング：
フルマルチコーティング、実視界：6°、1000m先の視野：104.8m、ひとみ径：4.2㎜、
明るさ：17.6、アイレリーフ：16㎜、最短合焦距離：3m、サイズ（H×W×D）140×132
×51㎜、重量：630g、付属品：ケース、ストラップ、防水性能：水深1m相当（10分間）
JISB7261（ISO9022-8）に準拠しIP評価においてはIPX7（10分間相当）

Meade 天体望遠鏡 
LX-200 ACF12F10
●株式会社ケンコー・トキナー ●天体望遠鏡の種類：マクストフカセグレン光学系（UHTC コーティ
ング）、有効径：305㎜、焦点距離：3048㎜、口径比：f10、分解能：0.38秒、集光力：1836倍、極限
等級14等、最短合焦距離：約23m　【架台仕様】形式 フォークマウント式経緯台、ドライブシステ
ム コンピューター制御天体自動導入・自動追尾システム、電源 単2アルカリ乾電池8本（別売） 【三
脚】 ●大型メタル三脚（高さ：102～127㎝） ●三脚重量：約23kg【付属品】 ●各種アイピース ●
2インチ天頂ミラー（2インチバレル変換アダプター付） ●X-ウェッジ ●ACアダプター ●12Vシガラ
イタケーブル ●バリアブルポラライザー ●30㎝鏡筒用金属フード ●マイクロフォーカサー

商品番号 5712-0108

商品番号 5712-0152
商品番号 5712-0159商品番号 5712-0158

商品番号 5712-0126 

商品番号 5712-0153

商品番号 5712-0120

見たい星を自動で捉えて
くれる自動導入機能付き、口径70㎜の屈折式天体望遠鏡。
経緯台式の自動導入天体望遠鏡です。

当 院 では 頭 部
CT、腹部CT、前
立腺腫瘍マーカー

（男性）、卵巣が
ん腫瘍マーカー（女性）などの検査を
受診することができます。

人間ドック（頭部CTコース、動脈硬化検査）
●岡村記念クリニック ●当日は8時15分までに受付となります。検査は半日で終了となります。詳細
につきましてはご案内、検査容器（検便）、問診票とともに郵送でお送りいたします。検査終了後、当院
でご用意したお食事もあります。結果につきましては3週間を目安に郵送いたします。

商品番号 5712-0156

商品番号 5712-0155

見やすさと堅牢性を重視した、軽量・コンパクト
な2軸ダハ双眼鏡。〈日本製〉スポーツ観戦や
旅行、コンサートなど様々なシーンで幅広くお使
いいただけます。

身長に合わせハンドグリ
ップの高さ調整が簡単に
できます。駐車ブレーキ
が付いてるので歩行も安
心です。疲れたら駐車ブ
レーキで車輪をロックして
椅子として休憩できます。
カゴがついているので小
物の持ち運びが可能で
す。歩行車の折畳みがで
き収納も簡単です。

アバンター 8×25 DH WP
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：8倍、対物レンズ
有効径：25㎜、コーティング：フルマルチコーティング、実
視界：8.2°、1000m先の視野：143.4m、ひとみ径：3.1
㎜、明るさ：9.6、アイレリーフ：10㎜、最短合焦距離：3m、
サイズ：（H×W×D）111×106×39㎜、重量：298g、付
属品：ケース、ストラップ

アバンター 10×25 DH WP
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：10倍、対物レン
ズ有効径：25㎜、コーティング：フルマルチコーティング、
実視界：6.5°、1000m先の視野：113.6m、ひとみ径：
2.5㎜、明るさ：6.25、アイレリーフ：10㎜、最短合焦距
離：3m、サイズ：（H×W×D）111×106×39㎜、重量： 
308g、付属品：ケース、ストラップ

PiacereUno（ピアチェーレウノ）10257RD-1
●株式会社ケンコー・トキナー ●本体サイズ：幅61㎝×奥行60㎝、座面の寸法：
幅30㎝×奥行30㎝、シートの高さ：54㎝、ハンドルの高さ：78㎝～89㎝、本体重量：
8.27kg、使用者再大体重：136kg、フレーム素材：アルミ

商品番号 5712-0124 商品番号 5712-0125
商品番号 5712-0133
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洋服ブラシは、埃を払って生地を清潔に保ちつつ、毛並
みや風合いを整え、洋服のつややかさを蘇らせます。

ＳＬＩＫの長年愛されているロン
グセラー三脚。スポーツや野
鳥の撮影など、一瞬のチャン
スを求める方に高い支持を誇
る「マスターIII（スリー）」。1つ
のハンドルで上下・左右を一
度にロックできます。

座席の裏側に
ファスナー付き
隠れポケットが
あり、プライバ
シーと安 全 性
が守られます。
折り畳み式。

惑星の観測に最適。見たい星を自動
で捉えてくれる自動導入機能付き、
主鏡102㎜のマクストフカセグレン式
天体望遠鏡。経緯台式の自動導入
天体望遠鏡です。

歩行車として使
えるだけではな
く、簡単操作で
車椅子に早変
わりします。

倍率16倍、手ブレ補正機能付きで細かな
ブレを軽減をする単眼鏡。生活防水設計
のため、突然の雨で濡れても安心。野外
ライブや自然観察に最適です。

E Dガラスレンズを採用し色
収差を抑えたクリアでシャー
プな高解像度を実現。ダハプ
リズムにはフェイズコートを施
し、補助プリズムには誘電体
多層膜を施し、解像力やコン
トラストを向上明るい視野を
可能にしました。

自衛隊に採用、軍用モデル。BaK4プリ
ズム採用による明るくクリアな視野は、
長時間の使用を可能にします。

距離が瞬時に測れるレーザー距離測定
器。最大500m先まで距離が計測可能。

藍胎仕様 カシミヤ対応洋服ブラシ
●有限会社青山工房 ●馬毛、桧材、全長21㎝（藍胎部：竹、塗
装：カシュー漆） 紙箱入り

SLIK高性能三脚
●スリック株式会社 ●全高：1,820㎜、縮長：720㎜、ローポジション時：
710㎜、重量：2,800ｇ、パイプ径：28㎜、段数：3段、専用ケース付き

PiacereDue（ピアチェーレデューエ）R726BL
●株式会社ケンコー・トキナー ●本体サイズ：幅63㎝×奥行64
㎝、座面の寸法：幅35.5㎝×奥行30㎝、シートの高さ：52.5㎝、ハ
ンドルの高さ：77.5㎝～93.5㎝、本体重量：（バッグ含む）9kg、使
用者最大体重：136kg、フレーム素材：アルミ

自動導入機能付き反射式望遠鏡
（スカイエクスプローラーSE-GT102M）

●スリック株式会社 ●天体望遠鏡の種類：マクストフカセグレン式、対物レンズ有効径：102㎜、焦点距離：1300㎜、極限
等級：11.8等星、F値：12.7、集光力：212.33倍、分解能：1.14秒、接眼部サイズ（スリーブ径）：φ31.7㎜、鏡筒のサイズ：
115×310㎜（突起部含まず）、鏡筒の重さ：1.9kg、架台タイプ ：経緯台式（エンコーダー内蔵）、モーター：DCサーボモー
ター、三脚+架台の高さ：873～1333㎜（突起部含まず）、三脚+架台の重さ：4.2kg、電源：単3形乾電池8本（別売）または
ACアダプター（別売）、乾電池での駆動時間：約4時間 （アルカリ乾電池使用時。時間は目安で、環境により異なります。）

Duet（デュエット）795BU
●株式会社ケンコー・トキナー ●本体サイズ：幅63
×奥行66㎝、座面の寸法：幅34×奥行34㎝、シー
ドの高さ： 54.5㎝、ハンドルの高さ：82～98㎝、
重量（バッグ含む）： 9.35kg、使用者最大体重：
136kg、フレーム素材：アルミ

手振れが気にならない防振単眼鏡
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：16倍、対物レンズ有効径：
25㎜、実視界：3.8°、1000m先の視野：66.3m、ひとみ径：1.6㎜、
明るさ：2.6、アイレリーフ：15㎜、最短合焦距離：4.5m、電源：CR2
電池2本（別売）、連続作動時間：約30時間、対応フィルター径：
37㎜、重量：348g、サイズ：75×157×51㎜、型番：1625SR

アバンター 10×32 ED DH
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：10倍、対物レンズ有
効径：32㎜、コーティング：フルマルチコーティング、実視界：6°、
1000m先の視野：104.8m、ひとみ径：3.2㎜、明るさ：10.2、ア
イレリーフ：15㎜、短合焦距離：3m、サイズ：（H×W×D）118×
132×49㎜、重量：515g、付属品：ケース、ストラップ

アバンター 8×32 ED DH
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：8倍、対物レンズ有効
径：32㎜、コーティング：フルマルチコーティング、実視界：7.5°、
1000m先の視野：131.1m、ひとみ径：4㎜、明るさ：16、アイレ
リーフ：17㎜、最短合焦距離：3m、サイズ：（H×W×D）123×
132×49㎜、重量：540g、付属品 ケース、ストラップ

距離が瞬時に測れる
レーザー距離測定器 6×23
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：6倍、対物レンズ有効径：
23㎜、実視界：7°、1000m先の視野：123m、ひとみ径：3.8㎜、
明るさ：14.7、アイレリーフ：14㎜、最短合焦距離：5m、測定距離：
5～500m、測定可能角度：0～90°、精度：+-1m、電源：リチウム
電池CR2 3V（同梱）、重量：190g、サイズ：72×41×104㎜

商品番号 5712-0057商品番号 5712-0048 
商品番号 5712-0131

商品番号 5712-0065
商品番号 5712-0132 商品番号 5712-0157

商品番号 5712-0123商品番号 5712-0122 商品番号 5712-0135
商品番号 5712-0154

11万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

7 万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

8万円以上の

寄附で貰えるお礼の品
10万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

12万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

16万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

13 万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

18万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

270万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

20万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

25万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

スカイメモT
●株式会社ケンコー・トキナー ●トラッキングレート（追尾モード） 恒星／太陽／月／0.5
×／2×、搭載可能重量：約3kg（パーツ・ウエイト等含む）、ウォームホイル 72枚（直径
36㎜）アルミ合金、ウォームギア 直径11㎜ 高力黄銅、モーター エンコーダー内蔵DC 
Servoモーター（赤経軸のみ）、極軸望遠鏡 日時設定ワンスター方式、歳差補正目盛付

（2012-2032年）南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用、実視界7度、使用電源（推奨）：
単3形アルカリ乾電池2本（別売）、連続使用時間：約24時間（気温20度、恒星時駆動、
アルカリ乾電池）、大きさ／重量 76×70×103㎜／約650g、三脚取付けネジ U3/8カメ
ラメスネジ（U1/4変換アダプター付属）、ショートプレート SkyExplorer互換 U1/4カメラ
オスネジ、明視野照明装置 ON/OFFスイッチ、明るさ調節可能 ※色はお選びください。

M-MODEL 7×50 WP
●株式会社ケンコー・トキナー ●倍率：7倍、対物レンズ有効
径：50㎜、実視界：7°、1000m先の視野：122m、ひとみ径：
7.1㎜、明るさ：50.4、アイレリーフ：18㎜、最短合焦距離：6m、
重量：870g、サイズ：（H×D×W）180×70×183、眼幅調整
範囲：57～70㎜、付属品：ケース・ストラップ、製造国：日本

自動導入機能付き反射式望遠鏡
（スカイエクスプローラーSE-GT70A）

●株式会社ケンコー・トキナー ●天体望遠鏡の種類：屈折式、対物レンズ有効径：70㎜（アクロマート）、焦
点距離：700㎜、極限等級：11.0等星、F値：10、集光力：100.00倍、分解能：1.66秒、対物レンズのコート：マ
ルチコート、接眼部サイズ（スリーブ径）：φ31.7㎜、鏡筒のサイズ：100×700㎜（突起部含まず）、鏡筒の重さ：
1.2kg、架台タイプ：経緯台式（エンコーダー内蔵）、モーター：DCサーボモーター、三脚+架台の高さ：840～
1375㎜（突起部含まず）、三脚+架台の重さ：3.4kg、電源：単3形乾電池8本（別売）またはACアダプター（別
売）、乾電池での駆動時間：約4時間 （アルカリ乾電池使用時。時間は目安で、環境により異なります。）

レッド シルバー

ブラック

星雲や星団の観測に
最適。見たい星を自動
で捉えてくれる自動導
入機能付き。NEWスカ
イコントローラーで見た
い天体を入力すると、
望遠鏡が自動で捉え、
追尾してくれます。

5712-0158

5712-0159


