清川村ふるさと応援寄附金お礼品リスト

令和４年10月24日
更新

清川村では、本制度で寄附をしていただいた村外にお住まいの方へ、
感謝の気持ちを込めて村の特産品等をお礼品として贈呈しています。
〔お礼品No.1-1〕

10,000円以上のご寄附

｢清川恵水(めぐみ)ポーク｣ロースみそ漬け

受付

通年
冷凍

ロースみそ漬け90ｇ×7枚

提供元：清川恵水ポーク
〔お礼品No.1-2〕

｢清川恵水(めぐみ)ポーク｣
あらびき生ウィンナー･ロースみそ漬けセット

10,000円以上のご寄附
受付

通年
冷凍

あらびき生ウィンナー500ｇ×2袋、
ロースみそ漬け90ｇ×2枚

提供元：清川恵水ポーク

〔お礼品No.2-1〕

10,000円以上のご寄附

足柄茶 厳選詰合せセット

受付

足柄茶ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ極上100g､抹茶入玄米茶200g、ほうじ
受付休止中です
茶ティーバッグ3g×30個、お徳用水茶ティーバッグ
5g×30個、箱根山麓紅茶ティーバッグ2g×13個

通年

通常(常温)

提供元：チャピュア清川

〔お礼品No.2-2〕

10,000円以上のご寄附

足柄茶 厳選らくらく詰合せ

受付

リシール缶290g×24本、
お徳用水茶ティーバッグ5g×約30個

通年

通常(常温)

提供元：チャピュア清川
〔お礼品No.2-3〕

5,000円以上のご寄附

足柄茶 厳選お手軽詰合せ

受付

足柄茶ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ極上100g､
お徳用水茶ティーバッグ5g×約30個

通年

通常(常温)

提供元：チャピュア清川
〔お礼品No.3-1〕

10,000円以上のご寄附

折り紙で楽しむ清川村おりがみセット
おりがみ箸袋テキスト3種セット、オリジナルおりがみ
用紙100枚、｢きよりゅん｣おりがみｾｯﾄ12体分(見本
付)
〔お礼品No.4-1〕

清川村特産きよかわ自然薯 800
きよかわ自然薯 約800ｇ（1～2本）化粧箱入り

受付

通年

通常(常温)

提供元：おりがみ畑ショップ

10,000円以上のご寄附
受付

９月～１月

通常(常温)

提供元：清川村自然薯育成会

〔お礼品No.4-2〕

清川村特産きよかわ自然薯 1200

15,000円以上のご寄附
受付

きよかわ自然薯 約1.2kg（1～2本）化粧箱入り

９月～１月

通常(常温)

提供元：清川村自然薯育成会
〔お礼品No.4-3〕

清川村特産きよかわ自然薯 1600

20,000円以上のご寄附
受付

きよかわ自然薯 約1.6㎏（2～3本）化粧箱入り

９月～１月

通常(常温)

提供元：清川村自然薯育成会
〔お礼品No.4-4〕

清川村特産きよかわ自然薯 2000

25,000円以上のご寄附
受付

きよかわ自然薯 約2.0㎏（3～4本）化粧箱入り

９月～１月

通常(常温)

提供元：清川村自然薯育成会
〔お礼品No.5-1〕

10,000円以上のご寄附

宮ヶ瀬財団パスポート券(３枚)

利用日指定

パスポート券 ３枚セット
通常(常温)
【対象】・遊覧船「ミーヤ丸」乗船
受付休止中です
・カヌースクール受講 ・陶芸体験(てびねり500g） 提供元：宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
〔お礼品No.5-2〕

20,000円以上のご寄附

宮ヶ瀬財団パスポート券(６枚)

利用日指定

パスポート券 ６枚セット
通常(常温)
【対象】・遊覧船「ミーヤ丸」乗船
受付休止中です
・カヌースクール受講 ・陶芸体験(てびねり500g） 提供元：宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
〔お礼品No.6-1〕

銀座コージーコーナー
クリスマスアソート(6号)

12,000円以上のご寄附
受付

８つの味わいのアソート（６号）、付属品付

10月～12月
冷凍

※苺とチーズ・マロン・グラサージュショコラ・キャラメル・ベ
提供元：(株)銀座コージーコーナー
リーショート・チョコレート・オレンジティー・抹茶 各1個

〔お礼品No.6-2〕

銀座コージーコーナー
クリスマスチョコレートケーキ(5号)
チョコレートケーキ（５号）、付属品付

10,000円以上のご寄附
受付

10月～12月
冷凍

提供元：(株)銀座コージーコーナー

〔お礼品No.6-3〕

銀座コージーコーナー
クリスマスモンブラン(5号)

10,000円以上のご寄附
受付

10月～12月
冷凍

モンブラン（５号）、付属品付

提供元：(株)銀座コージーコーナー

〔お礼品No.6-4〕

銀座コージーコーナー
クリスマスピスタチオルージュ(5号)

10,000円以上のご寄附
受付

10月～12月
冷凍

ピスタチオルージュ（５号）、付属品付

提供元：(株)銀座コージーコーナー

〔お礼品No.8-1〕

緑茶焼酎

摘生(つみき)

緑茶焼酎受付休止中です
摘生 720ml×1本

〔お礼品No.10-1〕

革製ハイレグおしりポーチ
ハイレグおしり型ポーチ １ヶ
（縦約10.5cm×横約16.5cm×厚さ約2.5cm 約50ｇ）

〔お礼品No.10-2〕

革製ハイレグおしりカードケース
ハイレグおしり型カードケース １ヶ
（縦約９ｃｍ×横約１４．５ｃｍ 約２５ｇ）

〔お礼品No.11-1〕

思い出のネクタイで作る
印鑑ケース（オーダーメイド）
リメイク印鑑ケース １ケ
（縦約6.5㎝×横約10.5㎝×厚さ約2.5㎝）
朱肉 １ケ （直径約2.5㎝）
〔お礼品No.11-2〕

思い出の着物の帯で作る
印鑑ケース（オーダーメイド）
リメイク印鑑ケース １ケ
（縦約6.5㎝×横約10.5㎝×厚さ約2.5㎝）
朱肉 １ケ （直径約2.5㎝）

7,000円以上のご寄附
受付

通年

通常(常温)

提供元：黄金井酒造(株)

10,000円以上のご寄附
受付

通年

通常(常温)

提供元：HappyHeart&Pokke

7,000円以上のご寄附
受付

通年

通常(常温)

提供元：HappyHeart&Pokke

10,000円以上のご寄附
受付

通年

通常(常温)

提供元：Ｓmile Ｃontinue

12,000円以上のご寄附
受付

通年

通常(常温)

提供元：Ｓmile Ｃontinue

〔お礼品No.12-1〕

清川村マスコットキャラクター
「きよりゅん」ぬいぐるみ
ぬいぐるみ「きよりゅん」
１体
受付休止中です
（縦約30ｃｍ×横約20ｃｍ×厚み約17ｃｍ 約240ｇ）

〔お礼品No.13-1〕

15,000円以上のご寄附
受付

通常(常温)

提供元：道の駅「清川」

11,000円以上のご寄附

ＡＦＵＲＩ柚子塩らーめん ３食入り
生中華麺柚子塩×３食
鶏魚介スープ、大判炙りチャーショー、メンマ、生搾
り柚子果汁、特上板海苔
〔お礼品No.13-2〕

受付

通年
冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ

11,000円以上のご寄附

ＡＦＵＲＩ柚子醤油らーめん ３食入り
生中華麺柚子醤油×３食
鶏魚介スープ、大判炙りチャーシュー、メンマ、生搾
り柚子果汁、特上板海苔
〔お礼品No.13-3〕

ＡＦＵＲＩ辛紅らーめん

通年

受付

通年
冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ

11,000円以上のご寄附

３食入り

生中華麺辛紅×３食
辛紅鶏魚介スープ、辛紅パウダー、メンマ、チャー
シュー、激辛ラー油、生搾り柚子果汁
〔お礼品No.13-4〕

受付

冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ

11,000円以上のご寄附

ＡＦＵＲＩ柚子露つけ麺 ３食入り
生中華麺柚子露×３食
魚介醤油つけだれ、特製角煮チャーシュー、メン
マ、生搾り柚子果汁、特上刻み海苔
〔お礼品No.13-5〕

ＡＦＵＲＩ冷やし柚子塩麺 ３食入り
全粒粉入り極細麺×３食
鶏魚介スープ、大判炙りチャーシュー、メンマ、生搾
受付期間外です
り柚子果汁、特上板海苔
〔お礼品No.13-6〕

ＡＦＵＲＩ冷やし辛紅らーめん ３食入り
山椒細麺×３食
辛紅鶏魚介スープ、辛紅パウダー、メンマ、チャー
受付期間外です
シュー、激辛ラー油、生搾り柚子果汁

通年

受付

通年

冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ

11,000円以上のご寄附
受付

４月～９月
冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ

11,000円以上のご寄附
受付

４月～９月
冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ

〔お礼品No.13-7〕

ＡＦＵＲＩ
柚子塩/柚子醤油らーめん６食セット
全粒粉入り極細麺×６玉
塩鶏魚介スープ、醤油鶏魚介スープ、大判炙り
チャーシュー、メンマ、生搾り柚子果汁、特上板海苔
〔お礼品No.13-8〕

22,000円以上のご寄附
受付

通年
冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ

12,000円以上のご寄附

ＡＦＵＲＩ柚子塩鍋 〆らーめん付き

受付

鶏魚介スープ×４袋、中太ストレート麺×４玉
味調整用塩だれ、生搾り柚子果汁、特製鶏団子

通年

冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ
〔お礼品No.13-9〕

12,000円以上のご寄附

ＡＦＵＲＩ柚子醤油鍋 〆らーめん付き

受付

鶏魚介スープ×４袋、中太ストレート麺×４玉
味調整用醤油だれ、生搾り柚子果汁、特製鶏団子

通年
冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ
〔お礼品No.13-10〕

12,000円以上のご寄附

ＡＦＵＲＩ柚子辛紅鍋 〆らーめん付き
辛紅鶏魚介スープ×４袋、中太ストレート麺×４玉
味調整用辛紅だれ、辛紅パウダー、生搾り柚子果
汁、特製鶏団子
〔お礼品No.13-11〕

ＡＦＵＲＩ三昧鍋

受付

通年
冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ

17,000円以上のご寄附

〆らーめん付き

鶏魚介スープ×４袋、辛紅鶏魚介スープ×２袋、
中太ストレート麺×６玉、味調整用塩だれ・醤油だれ・辛紅
だれ、辛紅パウダー、生搾り柚子果汁、特製鶏団子
〔お礼品No.14-1〕

受付

通年
冷凍

提供元：ＡＦＵＲＩ

11,000円以上のご寄附

丹沢滋黒軍鶏 もも・むね肉セット約500ｇ

受付

もも肉・むね肉 計約５００ｇ
（もも肉・むね肉 各１枚３００ｇ前後）

通年
冷凍

提供元：山路ファーム
〔お礼品No.14-2〕

丹沢滋黒軍鶏 盛り合わせ

17,000円以上のご寄附

約１㎏

もも肉・むね肉・希少部位 計約１㎏
（もも肉・むね肉 各１枚４００ｇ前後、希少部位 ３０
０ｇ前後）

受付

通年
冷凍

提供元：山路ファーム

〔お礼品No.14-3〕

24,000円以上のご寄附

丹沢滋黒軍鶏 水炊きセット ３～４人前

受付

通年

もも肉・むね肉 各１枚３００ｇ前後、手羽 ３００ｇ前
後、
鶏ガラ白湯スープ １ℓ

提供元：山路ファーム

〔お礼品No.14-4〕

14,000円以上のご寄附

Café WILD CHICKEN

冷凍

ペアお食事券

宮ヶ瀬湖畔園地内レストランでのお食事券 ２名様
分
（メイン料理から１品、 丹沢滋黒軍鶏の炭火焼き１
品、ソフトドリンク１品）
〔お礼品No.15-1〕

受付

通常(常温)

提供元：山路ファーム

10,000円以上のご寄附

清川村和心サイダー（宮ヶ瀬ダムサイダー）
はちみつ抹茶サイダー 200㎖ ３本
柚子＆かぼすサイダー
200㎖ ３本
受付休止中です
ブルベリーサイダー
200㎖ ３本

通年

受付

通年

通常(常温)

提供元：(有)村上呉服店

清川村ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）受付サイト
〔さとふる ふるさと納税 ホームページ〕
https://www.satofull.jp/vill-kiyokawa-kanagawa/
〔ふるさとチョイス ふるさと納税 ホーページ〕
https://www.furusato-tax.jp/city/product/14402
〔楽天 ふるさと納税 ホームページ〕
https://www.rakuten.co.jp/f144029-kiyokawa/
〔au PAY ふるさと納税 ホームページ〕
https://furusato.wowma.jp/144029/

◆お問い合わせ 清川村役場 税務住民課
〒243-0195 神奈川県 愛甲郡 清川村 煤ヶ谷2216番地
E-mail ： zeimu@town.kiyokawa.kanagawa.jp

TEL：046-288-3859（直通） FAX：046-288-1909

