


　小山町は静岡県の最北東端に位置する「富士山頂と金太郎生誕のまち」です。
　町には、世界文化遺産「富士山」の構成資産「須走口登山道」と「冨士浅間神社」があり、富士山から
の湧き水が豊富なため、わさびや稲作の生産が盛んで、町内には美しい水田が広がっています。
　童謡にも歌われる「足柄山の金太郎」の誕生の地として知られ、ゆかりの史跡も数多く残ります。
　その他にも日本さくら名所百選に選ばれた「冨士霊園の桜」、日本最大のレーシングコース「富士ス
ピードウェイ」などがあり、例年多くの観光客で賑わいます。

　返礼品には、豊かな自然の恵を中心に、おやまの魅力を感じられるものを多数取りそろえました。ふる
さと納税を通じて、本町の良さを感じていただければ幸いです。
　皆さまのご厚意は、まちづくりに活用させていただきます。これからもご支援よろしくお願いします。

について

小山町総合文化会館から見た富士山

冨士浅間神社（須走）

わさび田

富士スピードウェイ 冨士霊園
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スポーツ・文化の振興 
　世界に羽ばたくグローバル人材の育成、
　施設整備などに活用 

子ども・子育て支援 
　子育てしやすい環境の整備や学校教育の
　充実に活用 

地域産業の振興 
　商・工・農業、観光振興や雇用創出など、町
　の賑わいに活用 

新型コロナウイルス
感染症対策など 

　新型コロナウイルス感染症まん延防止対策
　などに活用 

　「納税」という言葉がついているふるさと納税。
　実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
　一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及
び住民税から控除されますが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控
除の対象となります。あなた自身で寄附金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品ももら
える魅力的な仕組みです。
※全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、お住まいの
自治体または各ふるさと納税ポータルサイトでご確認ください

町長におまかせ 
　住みよい町づくりの実現に向け、さまざまな
　事業に活用 

ふるさと納税とは

寄附金の使い道について
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・インターネットからお申し込み

・紙の寄附申出書で申し込み

・返礼品の現金、他の金券、金種との引き換えはできません。

・寄附金受領証明書
寄附完了後、２週間程度で小山町地域振興課から発送します。

・返礼品
決済完了後、１か月以内を目安に返礼品の提供企業から発送をします。

下記のポータルサイトから申し込みができます。支払はクレジット決済のみです。

小山町地域振興課窓口で受付をします。支払は現金のみです。
寄附申出書の記入方法は、次ページを参照してください。

申し込み方法について

申し込み方法は以下の通りです。
※郵便振替振及び紙の寄附申出書をＦＡＸ、メール、郵送でご提出方法での受付は、令和３年２月末
をもって終了しました

申し込みに関する注意事項

・いかなる理由があっても、寄附後の寄附取り下げ≪キャンセル≫は一切できません。申し込みをする前
に、控除額と返礼品に関する内容を必ず確認して了承した上で申し込みをして下さい。

寄附金受領証明書と返礼品の発送について

・返礼品に関する個別対応、配送の日時指定、早期発送、小分け、熨斗、包装、名入り等の対応はでき
ません。

https://furusato-oyama.jp https://furunavi.jp

https://www.furusato-tax.jp https://www.satofull.jp

https://26p.jp
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　　　　問い合わせ先

　　　　〒４１０－１３９５
　　　　静岡県駿東郡小山町藤曲５７－２
　　　　ＴＥＬ　０５５０－７６－６１４０　ＦＡＸ　０５５０－７６－４６３３
　　　　mail　furusato2@fuji-oyama.jp
　　　　受付時間：９：００～１７：００
　　　　定休日：土、日、祝日　〇年末年始12/29～1/3

　　　　小山町役場地域振興課　ふるさと納税担当

10,000

記入例
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書類、返礼品のお届け先が申請の住所と違う場合は、備考欄に下の【例】のよう

に記入してください。（お届け日時の指定、包装、のし等の個別の対応はできませ

ん。）

【例】

書類、返礼品は下記へ送付

①郵便番号

②住所

③お届け先氏名

④電話番号

　
ワ
ン
ス
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ッ
プ
特
例
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方
の
み
記
入
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内容　生わさび170ｇ（サイズにより2～3本） 賞味期限　

賞味期限：冷蔵20日 提供　株式会社　大瀬戸商店

提供 　丸中わさび店 賞味期限　到着後冷蔵で２～３日・冷凍で６か月 寄付金額 返礼品番号

寄付金額 返礼品番号 提供 　丸中わさび店 13,500 円 C15

13,500 円 C30 寄付金額 返礼品番号

27,000 円 G4

賞味期限　1年間 賞味期限　１日～２日

提供　株式会社　ふじおやま 提供　有限会社　古宿ファーム

寄付金額 返礼品番号 内容　コシヒカリ5kg、自家製味噌750g 寄付金額 返礼品番号

13,500円 C18 賞味期限　味噌３か月 13,500円 C6

提供　有限会社　古宿ファーム

寄付金額 返礼品番号

13,500円 C5

※写真は重さ約１ｋｇのイメージです

提供　株式会社　富士小山企画

寄付金額 返礼品番号 内容

消費期限：掘り出しから２週間程度 13,500円 C3 １箱 提供　株式会社　富士小山企画

27,000円 G2 ２箱 寄付金額 返礼品番号

27,000円 G3

提供　足柄自然薯栽培組合

寄付金額 返礼品番号 内容

10,000円 B1 600～700ｇ

13,500円 C28 800ｇ～1ｋｇ

27,000円 G24 1.8ｋｇ～2kg

小山町産生わさび 小山町産わさびと本鮫皮おろし板セット 小山町の金太郎トマトと生ワサビのセット

小山町産コシヒカリ

コシヒカリ６ｋｇ（３ｋｇ×２袋）

小山町竹之下産「自然薯」 金太郎トマト 金太郎トマトと小山町産コシヒカリのセット

農産物

 ミネラルを多く含む富士山麓の赤土で育て
た金太郎トマトと町内でとれたワサビのセット
です。

世界文化遺産富士山の恵みを豊富に含ん
だ湧水と透水性の良い土壌で育つ小山町
産のわさびは、香り、辛み、甘みのバランスも
良い高品質です。

小山町の清流で育った生わさびです。高品
質なわさびを鮫皮ですりおろすことで香・辛
み・甘さがより引き立ちます。

内容　トマト１箱（６個）,ワサビ１本

内容　 生わさび200ｇ（サイズにより3～4本
程度）/鮫皮おろし（大）

古宿ファームの
コシヒカリ＆自家製味噌セット

朝つきたて杵つき餅
静岡県内・関東地方限定

＊写真はイメージ写真です
富士山の湧き水で育ったおいしい小山町産
のコシヒカリです。

富士山の湧き水と有機肥料で作った、小山
町産”峰の雪”を使用した、つきたての杵つき
餅を発送します。

内容　餅の種類(白餅4袋と草餅・豆餅・玄
米餅などを4袋)

※配送時間の指定はできまん。※翌日着便
での発送のため、【栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡
県】以外にはお届けができません

品切れ中 品切れ中

ミネラルを多く含む富士山麓の赤土で育て
たトマトで、食味抜群のフルーツトマト大玉品
種です。

・富士山麓の赤土で育てた、食味抜群のフ
ルーツトマト、大玉品種
・小山町産コシヒカリ、減農薬、基肥一発栽培

富士の麓、豊かな自然環境の中で育った栄
養価の高い粘り気の強い自然薯です。すりお
ろしてワサビ醤油をかけたり、とろろ汁にした
りいろいろな食べ方を楽しんでください。

内容　トマト１箱（２０個前後）,コシヒカリ２ｋｇ×
３袋

受付期間：2020.11.1～2021.1.15頃迄（なくなり
次第終了）
※11月中旬～１月中旬限定の返礼品のため、
発送は11月中旬～２月です

※好評につきお届けまで1か月程度お時間
が掛かります

富士山の湧き水と有機肥料で作ったコシヒカ
リと自家製糀米で作った味噌をセット。
平成24年の『米・食味分析鑑定コンクール国
際大会』において全国4,000点の中から「特
別優秀賞」を受賞しました。
味噌は「御殿場コシヒカリ」と丸大豆１００％、
自家製米麹で作る「古宿ファーム」こだわりの
逸品です。

品切れ中
品切れ中

品切れ中

品切れ中
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内容　１尾（約２．５ｋｇ）

提供 株式会社　須川養魚場

提供　株式会社　サンファーマーズ 提供　株式会社　サンファーマーズ 寄付金額 返礼品番号

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号 27,000円 G5

13,500円 C1 13,500円 C2

賞味期限　３か月 賞味期限　３か月

提供　きくや商店 提供　きくや商店

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号

13,500円 C8 13,500円 C9

賞味期限　２０日

提供　有限会社　飴屋

寄付金額 返礼品番号

13,500円 C10

賞味期限　９日間

提供　丸中わさび 提供　有限会社　御門屋 提供　御殿場農協協同組合

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号

13,500円 C7 13,500円 C11  14,000 円  1C1

アメーラトマト アメーラルビンズ・ピュレ詰め合わせ

ふるなび限定 ふるなび限定

賞味期限　到着後冷蔵で２～３日・冷凍で６か月

小山町ブランド品認定菓子詰合せ 金太郎サブレ詰合せ 金太郎米粉サブレ詰合せ

小山のわさび屋定番３品 御門屋の揚げまんじゅう米菓詰め合わせ 富士山のふところ育ち「干し芋」

刺し身用　金太郎マス
（三枚おろし真空パック）

「最高品質の高糖度トマトでおいしさの感動
をお届けします。」をブランドアイデンティティ
に高糖度のトマトの生産に勤めています。
※インターネットでのお申込限定の為、寄附
申出書での申し込みはできません

アメーラルビンズは、年間通じ糖度１０度以上
のミニトマトです。
ピュレは、アメーラトマトをほぼ３倍に濃縮して
います。
※インターネットでのお申込限定の為、寄附
申出書での申し込みはできません

朝、水揚げした魚を４等分に切り、真空パック
をして冷蔵でお届けします。皮をとってお刺
身や皮付きでフライにするなどしてお楽しみ
ください。

内容　アメーラトマト秀ＭまたはＳを１箱（約１ｋ
ｇ）

内容　アメーラルビンズ５パック（約３００g）
アメーラピュレ３００g×１袋

※冷蔵便でお届けのため備考に希望の曜
日、時間を記入してください

お菓子

無添加、無着色で、真心こめて作っていま
す。お子さんでも安心して食べていただけま
す。

御殿場産のコシヒカリの米粉を使用した、優し
いおいしさのサブレです。

くるみ饅頭は、白あんにくるみを練り込んだカ
ステラ饅頭・富士山頂上饅頭は、つぶあんを
サブレ生地で包み上にくるみをのせた焼き
饅頭。金太郎の熊どらは、竹炭を練り込んだ
黒い生地のどら焼きの皮にはちみつとマー
ガリンをサンドにしました。

内容　金太郎サブレ大箱１箱・金太郎米粉
サブレ１箱・金太郎陶器サブレ２個

内容　金太郎米粉サブレ３箱・金太郎米粉
サブレ　バラ１袋

内容　くるみ饅頭８個、富士山頂上饅頭７
個、金太郎の熊どら１０個

1.わさび漬け：低温熟成させた特製酒粕を使
用
2.山そだち：小山町産わさびをすりおろした
ペーストが白あんとの相性バツグン！ 小山町のおいしい水を使い、素材や製法にこ

だわった、後をひく一品です。

内容　1.わさび漬樽入155g、2.生わさび入り
最中「山そだち」8本入3.わさびおからちっぷ
す(しょうゆ味・マヨネーズ味)

内容
揚げもち塩２個、揚げもち醤油１個、揚げもち
海老１個、揚げまんじゅうこし餡４個、揚げまん
じゅう胡麻４個、揚げまんじゅう季節４個（季
節によって変更となる場合があります）賞味期限　わさび漬け 冷蔵20日・冷凍2か

月、生わさび入り最中 冷蔵5日・冷凍14日、
わさびおからちっぷす 常温で3か月

JA御殿場産さつまいも(紅はるか)は、富士山
のふもと御殿場高原育ちで、生育に適した
土・冷涼な気候と富士おろしの風によって上
質の干し芋にしあがります。また、どの年代の
方にも美味しく食べて頂きたいので、無添加
の半生タイプとなっております。

【内容量】干し芋180g×５個入ギフト箱
【原材料】さつまいも
【消費期限】製造日から２か月

期間限定（12月中旬～02月中旬頃）

品切れ中
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寄付金額 返礼品番号

17,000円 D1

24,000円 F1

40,500円 I2

67,500円 L10

120,000円 P35

185,000円 T6

340,000円 AC1

手染め富士山飾り３点セット 手染め富士山飾り（ホロチップ） 手染め富士山飾り（本金）

返礼品名 手染め富士山サイズ（㎜） フォトフレームサイズ（㎜）

手染め富士山飾り３点セット w180×H100 W180×H100×T8

手染め富士山飾り（ホロチップ） W200×Ｈ110 W240×H180×T20

手染め富士山飾り（本金）最小 W200×Ｈ110 W240×H180×T20

手染め富士山飾り（本金）小 W260×Ｈ150 W307×H223×T23

手染め富士山飾り（本金）中 W310×Ｈ180 w360×H260×T23

手染め富士山飾り（本金）大 W360×Ｈ200 W420×H300×T23

手染め富士山飾り（本金）特大 W400×Ｈ240 W470×H347×T23

小林捺染工所の伝統工芸品

手染め富士山飾り

小林捺染工所のご紹介

富士山の麓、静岡県小山町にある小林捺染工所は、昭和36年創業以来、節句用品である「鯉のぼり」などを生地から染色・裁断・金箔加
工の一貫生産を行っており、北は北海道から南は九州まで「ふじさん鯉のぼり」ブランドを販売展開しています。
「常にお客さまに喜んでもらえる商品づくり」に心がけ、お客さまの想いが叶う、つながるお手伝いが出来ればと考えています。
世界文化遺産富士山から、皆さまの願いが富士山に天高くのぼり、叶いますように、ひとつひとつ願いを込めて作ります。
（写真は、捺染工所の様子と製作中の作品です）

作品は、ベルベット調布地に葛飾北斎の冨嶽三十六景をモチーフにした富士山を手染めしてホロチップを施し又は２２Kの本金を箔押しています。
本金はもちろん美しいですが、ホロチップもプリズム効果で七色に変化し本金とは違った美しさがあります。シンプルなデザインですが、光が差し込むとキラ
キラと輝く富士山が見る人を飽きさせません。
インテリアとして使えるように壁掛けでも卓上でも飾れるアクリル製のフォトフレームを付けます。
熟練の職人が一つ一つ丁寧に作り上げた美しい作品を飾って眺めてみてはいかがでしょうか。
※返礼品は、決済完了後に製作しますのでお届けまでに時間がかかる場合があります
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寄付金額 返礼品番号

970,000円 AV7

寄付金額 返礼品番号

1,550,000円 BL1

　　　表　　　裏 返礼品名：黄金金太郎４ｍセット＆富士龍節句幟６ｍ

返礼品名：黄金金太郎６ｍセット＆富士龍節句幟７ｍ

黄金金太郎鯉セットと富士龍節句幟旗

小山町は、金太郎生誕と富士山頂のある町です。返礼品は黄金の真鯉に金太郎を描き、節句幟旗は、富士山世界文化遺産登録記念に製作した図柄を
表と裏に異なる色で施しお子さんのお名前をお入れします。掲揚装置付きです。
返礼品は、注文を受けてから製作をします。お祝い品のためお彼岸を避けて発送をします。お彼岸前に納品希望の場合は、２月までにお申し込みが必要
です。
※鯉のぼり、幟類とも縫製品のため、記載の寸法と写真と実物の色調が若干異なる場合があります
※別途、鯉のぼりと幟を揚げるポール２本が必要です

金太郎リバーシブル節句幟（７ｍ）

■黄金金太郎４ｍセット
・４ｍ金太郎龍吹き流し（家紋または名前入り）
・４ｍ黒金太郎黄金鯉
・３ｍ赤黄金金鯉
・２ｍ青金鯉
・１.５ｍ緑黄金金鯉
・１.１ｍ紫金鯉
■富士龍節句幟６ｍ
・富士龍節句幟６ｍ（表は金龍、裏は銀龍、家紋、名前入り）
・掲揚装置

■黄金金太郎６ｍセット
・６ｍ金太郎龍吹き流し（家紋または名前入り）
・６ｍ黒金太郎黄金鯉
・５ｍ赤黄金金鯉
・４ｍ青金鯉１
・３ｍ緑黄金金鯉１
・２ｍ紫金鯉
■富士龍節句幟７ｍ
・富士龍節句幟７ｍ（表は金龍、裏は銀龍、家紋、名前入り）
・掲揚装置

旗の表面に金太郎を裏面に桃太郎の絵柄
をデザインしております。掲揚装置付です。

※別途、ポールの用意がが必要です
※鯉のぼり、幟類とも縫製品のため、記載の
寸法と写真と実物の色調が異なる場合があ
ります

　おいらが描かれた鯉の

ぼりは「こいきん」と呼ば

れ、江戸時代から男の子

の立身出世、身体堅固の

願いを込めて描かれてき

た伝統的な図柄だ

ぜぃ！
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大万紙業　株式会社 大万紙業　株式会社

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号

27,000円 G7 27,000円 G8

提供　株式会社　花心 提供　株式会社　花心 提供　株式会社　花心

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号

27,000円 G10 40,500円 I4 67,500円 L13

提供　株式会社　花心

寄付金額 返礼品番号

135,000円 Q29

※ダンボールは雨に弱いので室内での使用をオススメします

自分だけのダンボールハウス ダンボール子供用机＆椅子セット

kashin季節の生花アレンジメント kashin季節の生花リース kashinオリジナルリース（アーティフィシャル）

kashinウエディングブーケ

大万紙業のダンボール遊具

花

高品質なアーティフィシャルフラワーで作る
kashinテイスト溢れるウエディングブーケ。
バック型とティアドロップ型から選べます。ドレ
スの色合いに合わせてお作りいたします。

ダンボールを使って作る家です。
簡単に組み立てができ、遊び終われば解体
し場所を取らずに収納が可能
作りはかなり頑丈なので、やんちゃ盛りなお子
さんの秘密基地に大活躍してくれます。
内容　組み立てサイズ：Ｗ900×Ｄ900×Ｈ
1000
材質：強化ダンボール（８mm）
対象年齢：２歳～

ダンボールで出来た子供用机＆イスセット
シールや直接お絵かきしてオリジナルの自分専用の
机とイスを作れます。
強化ダンボールを使用しているので丈夫でいて軽い
ので移動も楽ダンボールなので処分が簡単です。
内容　机：組み立てサイズ：W650×D460×H360mm
材質：強化ダンボール（8mm）
イス：組み立てサイズ：W410×D300×H345mm
材　質：強化ダンボール（8mm）
対象年齢：２歳～

季節の生花で作るkashinテイスト溢れるフラ
ワーアレンジメント。
デザイン等はお店におまかせとなりますので
ご了承くださいませ。
写真はイメージです。花材によりサイズ、デザ
インが異なります。
※基本は、通常便で発送をしますが、時期に
よって冷蔵便で発送をする場合があります

季節の生花で作るkashinテイスト溢れる
リース。直径約24ｃｍ～30ｃｍ（花材による）置
いても吊るしても飾っていただけます。
デザイン等はお店におまかせとなりますので
ご了承くださいませ。
写真はイメージです。花材によりサイズ、デザ
インが異なります。
※基本は、通常便で発送をしますが、時期に
よって冷蔵便で発送をする場合があります

高品質なアーティフィシャルフラワーで作る
kashinテイスト溢れるリース。デザイン等はお
店におまかせとなりますのでご了承ください
ませ。
写真はイメージです。花材によりサイズ、デザ
インが異なります。
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皮革ウォールナット/木部エスプレッソ 皮革バナナ/木部チーク 皮革フォレスト/木部エスプレッソ 皮革オフホワイト/木部ダークチェリー

皮革グリーン/木部エスプレッソ 皮革モカ/木部エスプレッソ 皮革バニラ/木部ダークチェリー

皮革ジャワ/木部ナチュラル 皮革タイガーアイ/木部エスプレッソ

皮革グリーン/木部ナチュラル 皮革ハセル/木部エスプレッソ

シモンズ　フィヨルドのチェア＆ソファ

座ると体が自然とくつろぐフィヨルドのチェアは、良質な天然素材とその特徴を生かす優れた設計、それをカタチにするためのノウハウの結晶。
熟練の職人の手仕事と、伝統技術の可能性を広げるテクノロジーが高品質なモノづくりを支えています。

【注意事項】　返礼品をご覧になる前に必ずご一読ください。

返礼品名：パーソナルチェア　215
サイズ：チェア/W75×H100×D83-117×SH43×Ｄ47、フットスツール/W49×H39×D47

返礼品名：パーソナルチェア　フィヨルド　アルファ
サイズ：チェア/W77×H105×D78-122×SH42×Ｄ50、フットスツール/W50×H40×D48

返礼品名：パーソナルチェア　フィヨルド　ウノ
サイズ：チェア/W76×H99×D79-110×SH40×Ｄ48、フットスツール/W50×H40×D48

■チェアについて
※商品(30～35Kｇ)は「玄関渡し」となります
・ふるさと納税のお礼の品につき、商品不良以外（搬入不可やイメージ違い）のキャンセルは受け付けませんのでご了承下さい。
・ふるさと納税のお礼の品につき、別途代金が発生する事やご不要になったチェアの引き取りはできません。
・写真の色味が実物と異なる場合があります。
・沖縄県および離島は配送不可となります。
※状況により、配送までにお時間をいただく場合があります。

■ソファについて
・お届けはメーカー指定の配送業者が組み立て設置まで行います。申し込みは、ご納付確認後、2か月以内に返礼品の設置が可能な人に限ります。
配送の日程は、納付確認後、発送準備ができましたらシモンズ(株)の担当者から寄付者様へ直接電話をします。
【注意事項】
・ソファの搬入経路（玄関・階段・部屋入口・エレベーター内寸等）を 必ずご確認下さい。
・ふるさと納税のお礼の品につき、商品不良以外（搬入不可やイメージ違い）のキャンセルは受け付けませんのでご了承下さい。
・ふるさと納税の返礼品につき、ソファの引き取りなど別途代金が生じる要望は受付できません。
・写真の色味が実物と異なる場合があります。
・沖縄県および離島は配送不可となります。
※状況により、配送までに時間をいただく場合があります。
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2人掛け 3人掛け

2人掛け 3人掛け

返礼品名：フィヨルド　アヴェンシス　ブラック
サイズ(㎝）：2人掛けW149×H100×D80-128×SH42×SD55　3人掛けW206×H100×D80-128×SH42×SD55

返礼品名：フィヨルド　アルファ　タイガーアイ
サイズ(㎝）：2人掛けW154×H103×D85-130×SH41×SD50　3人掛けW210×H103×D85-130×SH41×SD50
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返礼品番号 充てん量（g）

K3 700

K4 500

L3 900

K1 700

K2 500

L2 900

提供　シモンズ　株式会社 提供　シモンズ　株式会社 提供　シモンズ　株式会社

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号

60,000円 Ｋ9 100,000円 O1 120,000円 Ｐ1

返礼品番号

L8

M14

M15

O12

提供　シモンズ　株式会社

返礼品番号

Q24

R16

S7

T5

提供　シモンズ　株式会社

寄付金額 返礼品名

60,000円 5ミドルタイプ

60,000円 5ロータイプ

67,500円 5ハイタイプ

60,000円 7ミドルタイプ

60,000円 7ロータイプ

67,500円 7ハイタイプ

※ピローケースは（Ｄ50×Ｗ70）ｃｍのものを使用してください

寄付金額 サイズ

67,500円 Ｓ　Ｗ100×L200（ｃｍ）充てん量900ｇ

85,000円 ＳＤ　Ｗ120×L200（ｃｍ）充てん量1080ｇ

85,000円 Ｄ　サイズ：Ｗ140×L200（ｃｍ）充てん量1260ｇ

100,000円 Ｑ　Ｗ180×L200（ｃｍ）充てん量1370ｇ

寄付金額 サイズ

135,000円 Ｓ　Ｗ97×L200（ｃｍ）充てん量1050ｇ

150,000円 ＳＤ　Ｗ120×L200（ｃｍ）充てん量1300ｇ

170,000円 Ｄ　サイズ：Ｗ140×L200（ｃｍ）充てん量1510ｇ

185,000円 Ｑ　Ｗ152×L200（ｃｍ）充てん量1640ｇ

寝具寝装品など

シモンズのディープスリープピロー（全6種）

ふんわり羽毛タッチのやわらかな枕です。ネック部分には、中空構造の特殊ポリエステル中綿素材を使用使用しています。
【全て共通】サイズＤ47×Ｗ67ｃｍ、裏地：ポリエステル75％・綿25％、詰め物：ポリエステル100％（充てん量は下記に記載の通り）

ヴィスコスプリングピロー（ミディアム）
専用ピローケース付

プレミアムダウンピロー（カバー付） ドクターハードピロー
（専用ピローケース付）

ベッドパッド羊毛ＬＧ1001

保温性に優れた自然素材の羊毛100％を使用。ご家庭で洗濯できます。ずれを防止するためのゴム付き。
【全4品共通】羊毛100％、裏地：ポリエステル65％・綿35％※乾燥機の使用は縮み、羊毛の硬化の原因になりますのでやめてください

ベッドパッドプレミアムレストＬＧ1501

羽毛のようなソフトな風合いのポリエステル綿と安定感なあるポリエステル綿の2種類をブレンド。ヘタリにくくするためにニードルパンチ製法で綿を圧縮し、３
層構造にすることでかさ高性と保温性を確保しています。ユーカリが原料の優しい素材のリヨセル（表地）とメッシュ（裏地）の２面でオールシーズンご使用
いただけます。ご家庭で洗濯できます。※乾燥機のご使用はおやめください。縮みの原因になります。
写真はマットレスにのせて使用した際のイメージです。マットレスは付属しません。
【全4品共通】表地/再生繊維（リヨセル）100％、裏地（メッシュ）ポリエステル100％、詰め物ポリエステル綿100％

ポケットコイル内臓ピローは、低反発ウレタン
を使用し、ソフトな弾力性を実現。
規格：SS1502
サイズ（cm）D４１×W70
側地：ポリエステル６０％・綿４０％
詰めもの：低反発ウレタン・コイルスプリング
（鋼線）
コイル数：６０個、線径１．０mm
専用ピローケース（D50×W75）cm・綿１００％

上層部と下層部にホワイトダウン、中層部に
フェザーを充てんすることで、表面はふっくら
と柔らかく、中央部はしっかりしていて底付き
感が少ないという心地の良さを実現した三
層式ダウンピローです。

サイズ（Ｄ50×Ｗ70）㎝
側地：綿100％
詰め物：
上下層　ホワイトダウン90％90ｇ×2
中層　フェザー100％450ｇ

首側３分割、頭側２分割の部屋に分かれ、頭
の動きに合わせてパイプがフィットする枕（まく
ら）。柔らかでありながら肉厚のあるパイプは、
クッション性がありヘタリ感も少なく、音も静か
で優しく頭を包み込みます。首側は緩いカー
ブ型で肩にフィットします。

サイズ（ｃｍ）：幅70×奥行35
専用パイル地ピローケース（サイズ：幅75×
奥行38）、綿80%<表面>、ポリエステル20%<
裏面>）付
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※写真はイメージです。写真の色味が実物と異なる場合があります

提供　シモンズ　株式会社

ボックスシーツファインラグジュアリーシリーズ　【プレーンサテン】

シルクのような美しい光沢としなやかな肌触り、優美なカラーと洗練されたデザイン。
　うす番手の綿糸100％を使用して織り上げたファインラグジュアリーは、快適なベッドライフをトータル的にご提案するこだわりのコレクション。厳選されたア
素材と使用感が大人のゆとりを演出します。

素材：綿100％　サテン
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　　　　　　※写真はイメージです。写真の色味が実物と異なる場合があります

提供　シモンズ　株式会社

アイボリー アイボリー/ブルー

アイボリー/ピンク アイボリー/ブラウン アイボリー/ホワイト

ベーシック３点パック

表地には吸湿・発散性に優れたリヨセルを使用し、羽毛のような肌触りとしなやかな感触を実現。耐久性、保温性を高める３層構造。表地には吸湿・発散性
に優れたリヨセルを採用。夏は通気性の良いメッシュ面を使用することで、１年を通じて快適に使用できます。
ボックスシーツ2枚＋ベッドパッド1枚がセットされたパックです。
ボックスシーツは、ベーシックシリーズのアイボリー1枚と他に、アイボリー、ブルー、ピンク、ブラウン、ホワイトからいずれか1枚を選べます。

内容
①ボックスシーツ：ベーシックシリーズ（35㎝厚アイボリー）１枚
②ボックスシーツ：ベーシックシリーズ（35㎝厚各色）１枚
③ポリエステルベッドパッド：ニューファイバーベッドパッド1枚
表地：指定外繊維（リヨセル）100％、裏地（メッシュ）：ポリエステル綿100％、詰物：ポリエステル綿100％
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　　　　　　※写真はイメージです。写真の色味が実物と異なる場合があります

提供　シモンズ　株式会社

アイボリー アイボリー/ブルー

アイボリー/ピンク アイボリー/ブラウン アイボリー/ホワイト

羊毛３点パック

表地には吸湿・発散性に優れたリヨセルを使用し、羽毛のような肌触りとしなやかな感触を実現。耐久性、保温性を高める３層構造。表地には吸湿・発散性
に優れたリヨセルを採用。夏は通気性の良いメッシュ面を使用することで、１年を通じて快適に使用できます。

表地：指定外繊維（リヨセル）100％、裏地（メッシュ）：ポリエステル綿100％、詰物：ポリエステル綿100％

※写真はマットレスにのせて使用した際のイメージです。マットレスは付属しません
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提供　有限会社　あいはら

提供　有限会社　あいはら 提供　有限会社　あいはら 寄付金額 返礼品番号

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号 135,000円 Q25

27,000円 Ｇ1 40,500円 I1

提供　有限会社　あいはら 提供　有限会社　あいはら 提供　有限会社　あいはら

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号

60,000円 K11 67,500円 L9 135,000円 Q28

提供　有限会社　あいはら 提供　有限会社　あいはら 提供　有限会社　あいはら

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号

135,000円 Q27 135,000円 Q27 270,000円 Y2

金太郎セットA 金太郎セットＢ 金時健康ふとん

羊毛混硬敷ふとん ウールマーク2層式羊毛敷ふとん 羽毛掛ふとんと専用カバーセット

羽毛掛ふとんツイン2層式キルト 羽毛掛ふとん 二層式羽毛ふとんと専用カバーセット

金太郎クッション・座布団・サイコロ枕に、金太
郎生誕の地、子どもの健康祈願で有名な金
時神社の健康祈願腹掛けと、お守りをセット
にしたグッズです。

金太郎ロング枕・クッション座布団・サイコロ
枕・貯金箱・置物に、金太郎生誕の地、子ども
の健康祈願で有名な金時神社の健康祈願
腹掛けとお守りをセットにしたグッズです。

中綿に高級ゼッペル綿（綿花100%）側素材共
赤ちゃんの肌に優しい綿100%の純植物繊維
を使用。子育てで有名な金時神社の腹掛
け・お守りをセットにしました。

内容　クッション１個・座布団１枚・サイコロ枕１
個・健康祈願腹掛け・お守り・今治産ミニチー
フ

内容　ﾛﾝｸﾞ枕１個・ｸｯｼｮﾝ１個・座布団１枚・ｻｲ
ｺﾛ枕１個・貯金箱１個・置物１個・健康祈願腹
掛け・お守り・今治産ﾐﾆﾁｰﾌ２枚

内容　ベビー敷き布団（90*135)１枚・ベビー
掛け布団（110*135)１枚・枕・お守り・腹掛け各１
個

介護用ベッドなどの90ｃｍ巾のベッドにピッタ
リ！
防ダニ、抗菌、防臭ポリエステルわた入りで
衛生的でマットレスとして最適です。

汗を吸ってどんどん吐きだすウール、布団の
表面がいつもサラリとしています。冬暖かく、夏
さわやかな羊毛100％敷ふとんです。

内容 羊毛混硬敷ふとん×1枚
サイズ（㎝）：90×195（側地：綿100％）
中わた：ウール50％、ポリエステル50％　4.5ｋ
ｇ

内容　〔敷ふとん〕側地　綿100%、　中わた
ウール100%、3.6ｋｇ、サイズ ヨコ100×タテ210

羽毛掛ふとんは、立体キルトでイングランド産
ホワイトダックダウン９０％使用しています。・あ
いはらオリジナル専用カバー１枚をお付けしま
す。
サイズ（cm）１５０×２１０(１．４ｋｇ)
側地・綿１００％(超長綿６０サテン)

羽毛掛ふとんは、２層式キルトでイングランド
産ホワイトダウン９３％使用しています。

側地　綿100％（超長綿６０サテン）
サイズ１５０×２１０　１．４ｋｇ

ツインキルト2層式で、ハンガリー産ホワイトダ
ウン93%使用しています。

側地　綿100%（超長綿60サテン）キルト、ツイ
ンキルト（2層式）
サイズ　ヨコ150×タテ210　1.4Ｋｇ

国内最高ランクの側生地と最高品質のダウ
ンポーランド産マザーホワイトグースダウンを
93%1.3ｋｇＤＰ410を使用した、あいはらオリジナ
ル最高級羽毛布団です。

側地　綿１００％（超長綿80サテン）
Ｓロング
サイズ　ヨコ150×タテ210（cm）
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提供　有限会社　あいはら 提供　有限会社　あいはら

寄付金額 返礼品番号 寄付金額 返礼品番号 提供　有限会社　あいはら

405,000円 AE5 540,000円 AI7 寄付金額 返礼品番号 量（kg）

1,350,000円 BG7 0.6

2,025,000円 BW1 1.0 

2,700,000円 BY2 1.2 

提供　有限会社　あいはら

寄付金額 返礼品番号

27,000円 G6

提供　シモンズ　株式会社 提供　シモンズ　株式会社

寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ

675,000円 AM1 Ｓ 945,000円 AU2 Ｓ

870,000円 AS4 Ｄ 1,250,000円 BD4 Ｄ

1,080,000円 AY6 Ｑ 1,350,000円 BG6 Ｑ

提供　シモンズ　株式会社

寄付金額 返礼品番号

150,000円 Ｒ17

2層式キルト羽毛ふとんと専用カバーセット 羽毛ふとんダブルサイズ 羽毛合掛ふとんSLアイスランドアイダーダウン95%使用

羽毛布団デラックスＬＨ1302Ｄ 羽毛布団ハイグレードＬＨ1301Ｄ 手作り大判長座布団　1枚

ドッグマットレスＳサイズ（フルセット）

　日本羽毛製品協同組合が発行する「ゴールドラベル」を取得したシモンズの羽毛コンフォーター
シリーズは、厳選したポーランド産、ハンガリー産の羽毛を採用した立体キルト仕様。
　春秋は本掛け１枚、夏は肌掛け１枚、冬は２枚合わせと、四季で使い分けができます。本掛けと肌
掛けはホックで簡単に留められ、使用中にずれることはありません。

お昼寝に、座イスに、２つ折りにしてあぐら座
布団に・・・
ピンク・ブルー系　色指定ＯＫ
寸法：ヨコ68㎝×タテ120㎝
素材：表地　綿100%、中綿　綿70%、ポリエス
テル30%

シモンズのポケットコイルの寝心地をあなた
の愛犬にも！抗菌・防臭・ウォッシャブルタイプ
寸法：幅79ｃｍ×奥行60ｃｍ×高さ26ｃｍ

国内最高ランクの側生地と最高品質のダウ
ンポーランド産マザーホワイトグースダウンを
95%、1.3ｋｇを使用した、最高級羽毛布団に専
用のカバーをお付けします。
・羽毛布団
側地　綿100%（超長綿100単サテン）
サイズ（ＳＬ）ヨコ150×210
・専用カバー
　軽量タオルカバー(パイル綿100％)ＤＰ440

ポーランド産マザーホワイトグースダウンを
95％使用したＤサイズの羽毛布団に軽量タ
オルカバーをお付けします。
サイズ（DL）190×210 1.8ｋｇ　ＤＰ440
側地　綿100％(超長綿100単)

極寒の地アイスランドの海岸に生息するアイ
ダーダックは厳しい法律で保護されており卵
やひな鳥を守るため自分の羽毛を巣に敷き
詰めひな鳥が巣立ったあと採取が許され、ひ
とつの巣からわずか20ｇしか採れないとても
希少なダウンを使用し製造をしたあいはらオ
リジナル羽毛掛けふとんです。
側地・綿１００％
アイダーダウン９５％
サイズ・Ｗ１５０＊Ｈ２１０

詳細
・羽毛：ハンガリー シルバーマザーグース
・表地／裏地：綿65%・ポリエステル35%
・サテン織
・詰めもの：ダウン93%・フェザー7%
・ダウンパワー：440cm3/g
・本掛け：立体キルト
・肌がけ：ヨーロッパキルト

詳細
・羽毛：ポーランド ホワイトマザーグース
・表地／裏地：シルク50%・綿50%
・サテン織
・詰めもの：ダウン95%
・フェザー5%
ダウンパワー：440cm3/g
・本掛け：立体キルト
・肌がけ：ヨーロッパキルト
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サイズ（㎝） ・Ｓ:Ｗ９７×Ｌ１９５×ＭＨ23 サイズ（㎝） ・Ｓ:Ｗ９７×Ｌ１９５×ＭＨ25.5 サイズ（㎝） ・Ｓ:Ｗ９７×Ｌ１９５×ＭＨ25.5

・ＳＤ:Ｗ１２０×Ｌ１９５ＭＨ23 ・ＳＤ:Ｗ１２０×Ｌ１９５×ＭＨ25.5 ・ＳＤ:Ｗ１２０×Ｌ１９５×ＭＨ25.5

・Ｄ:Ｗ１４０×Ｌ１９５ＭＨ23 ・Ｄ:Ｗ１４０×Ｌ１９５×ＭＨ25.5 ・Ｄ:Ｗ１４０×Ｌ１９５×ＭＨ25.5

・Ｑ:Ｗ１５２×Ｌ１９５ＭＨ23 ・Ｑ:Ｗ１５２×Ｌ１９５×ＭＨ25.5 ・Ｑ:Ｗ１５２×Ｌ１９５×ＭＨ25.5

寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ

320,000円 AB1 Ｓ 440,000円 AF1 Ｓ 440,000円 AF2 Ｓ

370,000円 AD1 ＳＤ 470,000円 AG1 ＳＤ 470,000円 AG2 ＳＤ

405,000円 AE1 Ｄ 540,000円 AI1 Ｄ 540,000円 AI2 Ｄ

470,000円 AG3 Ｑ 640,000円 AL4 Ｑ 640,000円 AL5 Ｑ

シモンズのマットレス・ベッド

 小山町に主力工場があるシモンズ株式会社の協力により、待望の『シモンズマットレス・ベッド』が遂に返礼品に登場！！
 数々の高級ホテル客室に選ばれた信頼のブランド『シモンズ』。ワンランク上の寝心地をぜひご自宅で・・・

【注意事項】必ずご一読ください。

マットレス

返礼品名：BS5.5レギュラー　AB1731A 返礼品名：BSゴールデンバリュー　AB1711A 返礼品名：BSニューフィット　AB1712A

高さ5.5インチ（約14cm）のポケットコイルを使
用。コイル線径は1.9mm。
ポケットコイルならではの快適な寝心地を、多
くの方により気軽に実感していただく為に開
発された、最もベーシックなタイプのロングセ
ラーのマットレスでホテルなどにも多く導入さ
れています。

高さ６.５インチ(約17センチ) 線径1.9ミリのポ
ケットコイルを使用。
厚さ25.5cmの程良い安定感とクッション性は
快適な寝心地をお約束します。

高さ6.5インチ（約17cm）、線径1.7mmのポケット
コイルを使用。
体型や動きに細やかに反応するソフトなフィッ
ト感が最大の魅力です。

　        シモンズベッドなら、目覚めが変わる。毎日が変わる。

　ぐっすり眠れて、朝から元気に。質の高い眠りと目覚めをお届けする、シモ
ンズのベッド。秘密は、独自のテクノロジーで作り上げた「ポケットコイルマット
レス」。ひとつひとつのコイルが独立した“点”となって睡眠中の身体をしっか
り支え、正しい姿勢を保つから、翌朝の心地よさが違います。
　ハードな日々が続いていても、毎日さわやかに目覚められる。身体も気
持ちも軽く、前向きに一日をスタートすることができる。シモンズベッドの眠り
で、充実した毎日をお過ごしください。

・返礼品はベッド、マットレスの中のご希望サイズ1台となります。

・申し込みは、納付確認後、２か月以内のシモンズ㈱ご提案日に返礼品の設置が可能な人に限ります。

・お届け日のお打合せについては、納付確認後、発送の準備ができ次第、提供企業のシモンズ㈱本社特販営業部特販課の担当者よりお電話にてご連絡
を差し上げます。お打合せは、トラブル防止のためお電話のみとさせていただきます。
※郵便振替での申し込みの場合は、納付確認に２週間掛かります。

・大型家具専門の配送業者でお届けのため、お時間の指定はできません。

・配送地域によっては、限られた曜日のみの配達となります。

・写真の色味が実物と異なる場合があります。ふるさと納税の返礼品につき、商品不良以外（搬入不可やイメージ違い）のキャンセルは受け付けません。
ベッド、マットレスの搬入経路（玄関・階段・部屋入口・エレベーター内寸等）を　必ずご確認下さい。

・ふるさと納税の返礼品につき、不要になったベッド・マットレスの引き取りなど別途代金が生じるご要望は受け付けません。

・沖縄県および離島は配送不可となります。

18



サイズ（㎝） Ｓ：Ｗ97×Ｌ195×ＭＨ29.5 サイズ（㎝） Ｓ：Ｗ97×Ｌ195×ＭＨ29.5 サイズ（㎝） Ｓ：Ｗ97×Ｌ195×ＭＨ24.5

ＳＤ：Ｗ120×Ｌ195×ＭＨ29.5 ＳＤ：Ｗ120×Ｌ195×ＭＨ29.5 ＳＤ：Ｗ120×Ｌ195×ＭＨ24.5

Ｄ：Ｗ140×Ｌ195×ＭＨ29.5 Ｄ：Ｗ140×Ｌ195×ＭＨ29.5 Ｄ：Ｗ140×Ｌ195×ＭＨ24.5

Ｑ：Ｗ152×Ｌ195×ＭＨ29.5 Ｑ：Ｗ152×Ｌ195×ＭＨ29.5 Ｑ：Ｗ152×Ｌ195×ＭＨ24.5

寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ

600,000円 AＫ1 Ｓ 600,000円 AＫ2 Ｓ 600,000円 AＫ3 Ｓ

640,000円 AＬ1 ＳＤ 640,000円 AＬ2 ＳＤ 640,000円 AＬ3 ＳＤ

700,000円 AＮ1 Ｄ 700,000円 AＮ6 Ｄ 700,000円 AＮ5 Ｄ

810,000円 AＱ2 Ｑ 810,000円 AＱ1 Ｑ 810,000円 AＱ12 Ｑ

サイズ（㎝） Ｓ：Ｗ97×Ｌ195×ＭＨ32 サイズ（㎝） Ｓ：Ｗ97×Ｌ195×ＭＨ32.5 サイズ（㎝） Ｓ：Ｗ97×Ｌ195×ＭＨ32.5

ＳＤ：Ｗ120×Ｌ195×ＭＨ32 ＳＤ：Ｗ120×Ｌ195×ＭＨ32.5 ＳＤ：Ｗ120×Ｌ195×ＭＨ32.5

Ｄ：Ｗ140×Ｌ195×ＭＨ32 Ｄ：Ｗ140×Ｌ195×ＭＨ32.5 Ｄ：Ｗ140×Ｌ195×ＭＨ32.5

Ｑ：Ｗ152×Ｌ195×ＭＨ32 Ｑ：Ｗ152×Ｌ195×ＭＨ32.5 Ｑ：Ｗ152×Ｌ195×ＭＨ32.5

寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ

740,000円 A04 Ｓ 740,000円 A05 Ｓ 740,000円 A06 Ｓ

840,000円 AR7 ＳＤ 840,000円 AR8 ＳＤ 840,000円 AR9 ＳＤ

945,000円 AU3 Ｄ 945,000円 AU1 Ｄ 945,000円 AU8 Ｄ

1,000,000円 AW1 Ｑ 1,000,000円 AW2 Ｑ 1,000,000円 AW13 Ｑ

サイズ（㎝） Ｓ：Ｗ97×Ｌ195×ＭＨ32 サイズ（㎝） Ｓ：Ｗ97×Ｌ195×ＭＨ37 サイズ（㎝） Ｓ：Ｗ97×Ｌ195×ＭＨ37

ＳＤ：Ｗ120×Ｌ195×ＭＨ32 ＳＤ：Ｗ120×Ｌ195×ＭＨ37 ＳＤ：Ｗ120×Ｌ195×ＭＨ37

Ｄ：Ｗ140×Ｌ195×ＭＨ32 Ｄ：Ｗ140×Ｌ195×ＭＨ37 Ｄ：Ｗ140×Ｌ195×ＭＨ37

Ｑ：Ｗ152×Ｌ195×ＭＨ32 Ｑ：Ｗ152×Ｌ195×ＭＨ37 Ｑ：Ｗ152×Ｌ195×ＭＨ37

寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ

740,000円 A07 Ｓ 1,250,000円 BD2 Ｓ 1,250,000円 BD3 Ｓ

840,000円 AR10 ＳＤ 1,300,000円 BE3 ＳＤ 1,300,000円 BE4 ＳＤ

945,000円 AU7 Ｄ 1,400,000円 BI4 Ｄ 1,400,000円 BI4 Ｄ

1,000,000円 AW12 Ｑ 1,450,000円 BJ5 Ｑ 1,500,000円 BK5 Ｑ

返礼品名：ゴールデンバリュープレミアム
AA16223

返礼品名：ニューフィットプレミアム
AA16212

返礼品名：エクストラハードプレミアム
AA16231

シモンズの永遠のスタンダード『ゴールデン
バリュー』は、高品質なスプリングサポート力
をしっかり感じる、ほどよい硬さで多くのお客
さまに選ばれています。」

細い線径のスプリングを使用しているため、
荷重に対して細やかにコイルが反応し身体
にフィットした快適なサポートが得られます。

太い線径のコイルの強力なスプリングと、張り
のある生地に合わせたクッション材を使い、
硬めの寝心地に仕上げました。

返礼品名：エグゼクティブプレミアム
AA16121

返礼品名：ゴールデンバリューピロートッププ
レミアムAA16221

返礼品名：ニューフィットピロートッププレミアム
AA16211

ピロートップの無い”タイトタイプ”仕様で、
7.5incbの長いポケットコイルが持つ高いスプ
リング性能を最大に引き出しています。

ベストセラーの『ゴールデンバリュー』にピロー
トップを施しました。コイルのしっかりしたサ
ポートとピロートップの感触、両方を兼ね備え
た寝心地です。

『ゴールデンバリューピロートッププレミアム』の
コイルを1.7㎜線径にしました。ソフトなコイルの
フィット感とともに、ピロートップが優しく身体を
包み込みます。

返礼品名：エグゼクティブニューフィット
プレミアムAA16111

返礼品名：カスタムロイヤル
AA16021

返礼品名：カスタムロイヤルニューフィット
AA16011

『シモンズエグゼクティブ』の姉妹商品で、細
い線径のコイルを使用しています。より柔らか
く、繊細なコイルの動きで体を支えます。

一番長いストロークのコイルとピロートップで
底付き感なく宙に浮いているような寝心地で
す。高級ホテルのアッパールームに多く選ば
れています。

『カスタムロイヤル』と同じピロートップ仕様で、
より細かい線径のコイルを使用。カスタムロイ
ヤルよりさらに優しくすっぽり包み込まれるよ
うな感触です。
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サイズ（㎝） Ｓ：W 99×L199×H80 サイズ（㎝） Ｓ：W 99×L199×H80 サイズ（㎝） Ｓ：W 99×L207×H85

ＳＤ：W 121×L199×H80 ＳＤ：W 121×L199×H80 ＳＤ：W 121×L207×H85

Ｄ：W 141×L199×H80 Ｄ：W 141×L199×H80 Ｄ：W 141×L207×H85

寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ

405,000円 AE2 Ｓ 405,000円 AE3 Ｓ 470,000円 AG６ Ｓ

470,000円 AG4 ＳＤ 470,000円 AG5 ＳＤ 540,000円 AI5 ＳＤ

540,000円 AI3 Ｄ 540,000円 AI4 Ｄ 600,000円 AK4 Ｄ

サイズ（㎝） Ｓ：W 99×L207×H85

ＳＤ：W 121×L207×H85

Ｄ：W 141×L207×H85 サイズ（㎝） ＳＤ：W 120×L196×ＭH62

Ｑ：W 152×L196×ＭH62

寄付金額 返礼品番号 サイズ 寄付金額 返礼品番号 サイズ サイズ（㎝） ＳＤ：W 120×L196×ＭH68

470,000円 AG7 Ｓ 1,560,000円 ＢＭ1 ＳＤ 寄付金額 返礼品番号 サイズ

540,000円 AI6 ＳＤ 2,400,000円 ＢＸ1 Ｑ 2,700,000 円 ＢＹ1 Ｄ

600,000円 AＫ5 Ｄ

ナチュラル

ミディアム

ダーク

ベッド

返礼品名：クルスフラットステーション/
5.5インチレギュラー

返礼品名：クルスフラット引き出し付/
5.5インチレギュラー

返礼品名：クルスシェルフステーション/
5.5インチレギュラー

返礼品名：クルスシェルフ引き出し付/
5.5インチレギュラー

返礼品名：リュクス プラッシュピロートップ
ダブルクッション　AA16LP1

返礼品名：リュクス アルティメイトピロートップ
ダブルクッション　AA16LU1

ハイクラスホテルで多く採用されている
8.25inchcoilとピロートップの寝心地を、一段
と高めました。5つ星ホテルの、さらに上の寝
心地を毎日ご自宅で。

返礼品名：BSフラットステーション/ＢＳゴールデンバリューAB1711A

ヘッドボードに、ウォールナット材のラインでアクセントを効かせました。１台はもちろん、2台並べても自然に感じら
れるデザインです。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約25.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm

5.5inchポケットコイルの上に、４inchのスムー
スフィットコイル（線径1.2mm）を重ねた”コイル
onコイル”構造に、湿気の調整機能を持つ
ビューティレスト　プレスフォーム”をはじめと
する様々な機能性のクッション、ボックスピ
ロートップの仕上げ。シモンズの快眠テクノロ
ジーをすべて詰め込んだ究極のマットレス。
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ナチュラル

ミディアム

ダーク

ナチュラル

ミディアム

ダーク

ナチュラル

ミディアム

ダーク

返礼品名：BSボックスステーション/ＢＳゴールデンバリューAB1711A

ボックスタイプのヘッドボードは、中央に開口部を設け、LED照明とコンセントが付いています。丸みをボックス
の角へ施し、さりげない優しさがデザインされています。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約25.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm

返礼品名：BSボックス引き出し付/ＢＳゴールデンバリューAB1711A

ボックスタイプのヘッドボードは、中央に開口部を設け、LED照明とコンセントが付いています。丸みをボックス
の角へ施し、さりげない優しさがデザインされています。引き出し付で組み立て時に引き出しの向きを選べま
す。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約25.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm

BSシェルフスリムステーション/BSゴールデンバリューAB1711A

スリムなフォルムに多様性を付加したデザインのベッドフレームです。シェルフスリムのヘッドボードは、上部框と
棚部にムク材を使用し、木の質感を心地よく感じさせてくれます。雑誌やタブレットを立て掛けられたり、コンパ
クトに身近なものを納められます。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約25.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm
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ナチュラル

ミディアム

ダーク

ナチュラルオーク

ミディアム

ダーク

ナチュラルオーク

ミディアム

ダーク

返礼品名：BSシェルフスリム引き出し付/BSゴールデンバリューAB1711A

スリムなフォルムに多様性を付加したデザインのベッドフレームです。シェルフスリムのヘッドボードは、上部框と
棚部にムク材を使用し、木の質感を心地よく感じさせてくれます。雑誌やタブレットを立て掛けられたり、コンパ
クトに身近なものを納められます。引き出し付で組み立て時に引き出しの向きを選べます。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約25.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm

返礼品名：アーグ引き出し付/6.5ＧＶプレミアムAA16223

シンプルでありながら、気品を感じるデザイン。ナチュラルであたたかさをかんじる質感。無垢の木材を使用し
ているので木目も一種のデザインとして使われています。引き出し付で組み立て時に引き出しの向きを選
べます。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約29.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm

返礼品名：アーグシェルフⅡ引き出し付/6.5ＧＶプレミアムAA16223

ED照明、コンセント付きのヘッドボードに収納スペースを設けています。無垢の木材を使用しているので木目
も一種のデザインとして使われています。引き出しは、片側のみです。左右どちらがわにも設置できます。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約29.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm
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ウォームナチュラル

アッシュブラウン

リッチナット

ダークブラウン

リッチナット

ダークブラウン

返礼品名：グリースメントステーション/6.5GVプレミアムAA16223

フレームのウォームナチュラルとアッシュブラウンは表情のある型押し仕上げです。実用性と美しさを兼ね備え
たシモンズの上質なロータイプベッドフレームです。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約29.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm

返礼品名：ケンドリックステーション/6.5GVピロートッププレミアムAA16221

『レイアウトのしやすさ』 も機能性と考える。曲線と直線が調和したシンプルなシモンズベッドフレームです。
ディテールにこだわり、2台並べて配置しても、隙間ができず快適につかえます。ＵＳＢ、コンセント付で開口部
ＬＥＤ照明付きのスペースを取らない薄型キャビネットタイプ。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約32.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm

返礼品名：ケンドリック引き出し付/6.5GVピロートッププレミアムAA16221

『レイアウトのしやすさ』 も機能性と考える。曲線と直線が調和したシンプルなシモンズベッドフレームです。
ディテールにこだわり、2台並べて配置しても、隙間ができず快適につかえます。ＵＳＢ、コンセント付で開口部
ＬＥＤ照明付きのスペースを取らない薄型キャビネットタイプ。引き出し付で左右どちらがわにも設置できま
す。
・フレームサイズ・色は、下記の表に記載の通りです。
＜マットレス＞
・厚さ：約32.5cm
・ポケットコイル：6.5inch（約17cm）
・コイル線径：1.9mm
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寄付金額 返礼品番号

13,500円 C17

寄付金額 返礼品番号

13,500円 C16

寄付金額 返礼品番号

94,000円 2N1

体験

返礼品名：kashinフラワーアレンジメントワークショップチケット

返礼品名：須川フィッシングパーク釣り券

返礼品名：レンタルレースパック（人数が４人で利用可能）

　　　新たに小山町に訪れて、町の魅力を感じてもらえる返礼品をご用意しました！！
　どの提供企業も小山町デマンドバスのバス停が近くにあるので車がない人でも町内の駅、東名の
バス停などから提供企業まで行くことができます。（デマンドバスとは、予約に応じて走り運行範囲内
であれば乗り継ぎなしで移動ができる相乗りバスです。）
　返礼品の利用だけでなく小山町の観光もあわせて楽しんでみてはいかがでしょうか。
 ※バスの代金は返礼品に含まれません

kashinは、2020年4月に開店したカフェを併設したリース専門店です。
返礼品は、フラワーアレンジメントを体験していただけます。花に触れて心を癒していただけたらと思
います。また、ふるさと納税をきっかけに、首都圏から近い小山町を知ってください。

返礼品内容
kashinフラワーアレンジメント（生花）のワークショップに１回ご参加いただけます。
開催日はインスタグラムまたは、お電話、メールにてお問い合わせください。
インスタグラム　flowerkashin
メール　info@flower-kashin.jp

小山町デマンドバスバス停：JA北郷支店（バス停からkashinまで約130ｍ徒歩２分）

提供企業　株式会社　花心

須川フィッシングの大小５ヶ所ある池でルアー釣りを楽しめます。
平成22年の台風で大きな被害を受けましたが、平成28年にフィッシングパークを再開することがで
きました。
緑あふれる豊かな自然の中、富士山の湧水を取り入れたり釣り堀で、お１人でも家族でも気軽に釣
りを楽しめます。

返礼品内容
須川フィッシングパーク・ルアー釣り8時間券1回分

小山町デマンドバスバス停：須川フィッシングパーク

提供企業　株式会社　須川養魚場

平成28年9月、須走から移転してオープンしました。コースからは富士山が眺望できます。お子さん
から大人まで、気軽にモータースポーツを楽しめます。富士の麓の自然の中でスピードを体感してく
ださい。

返礼品内容
レンタルレースパック（人数が４人で利用可能）
注意事項
①ご予約は、「 レースウィークを除く、平日団体貸切、利用人数４人 」のみとなっております。
利用時間 　4月～１１月(レース期間を除く平日) ： 12：00～13：00または、16：30～17：30
 12月～３月(レース期間を除く平日) ： 平日 12：00から13：00のみ
※土、日、祝日、レース期間中の平日はご予約いただけませんので予めご了承ください
②予約は同封しました貸切申込書を記入し、希望日の２週間前までにＦＡＸまたはＰＤＦをメールに
てお送りください。※電話での予約受付はしていません。
※レース、イベント等の状況により予約ができない場合があります。詳しくは、電話でご確認ください。
問合せの際は、必ず小山町ふるさと納税の件とお伝えください
※お客さまの都合上、予約がキャンセルとなった場合はチケットが無効となります。無効になったチ
ケットの返金等は一切できませんのでご了承ください
※悪天候（台風・大雨等）により、コース側が危険と判断した場合は、この限りではありません
③チケットは、当日に受付でお渡しください。

小山町デマンドバスバス停：オートパラダイス御殿場

提供企業　APG / エーピージ オートパラダイス御殿場
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農家民宿このはな 民宿を営む杉山さんご夫婦

富士ざくらホテル 　　大浴場

富士美華リゾート 大浴場

宿泊券

農家民宿このはな

宿から見える景色

富士ざくらホテル

利用期限：発行より６か月

富士美華リゾート

利用期限：発行より６か月

大地を感じる一体感。あなたの中の自然を取り戻す。富士山の麓、静岡県小山町に
ある農家民宿このはなです。
雄大な富士山を眺み、自家製のお米やみそ、季節の野菜・野草でおもてなし。何よ
り、おいしい空気と水、そして静けさが一番のごちそうです。
一日一組限定、ご家族やお仲間でゆっくりとお過ごしいただけます。
小山町は、首都圏から交通の便がよく、きれいな星空、おいしい水などが魅力です。
農家民宿このはなで農的暮らしの豊かさを感じていただけたら幸いです。

返礼品は、１泊２食（一部調理体験を含みます）付きで富士山麓の農家ステイ体験
をお楽しみいただけます。お米または季節の野菜のおみやげ付きです。
小山町デマンドバスバス停：堀切（バス停からこのはなまで約200ｍ徒歩2分)

提供企業：農家民宿このはな

富士の麓、小山の地。２０１８年７月にオープンしたホテルです。天然温泉と440隻の
広々としたレストラン。ホテル周辺には多くのゴルフ場や富士スピードウェイ馬術セン
ター等の施設が豊富にあります。また、標高が高いことから準高地トレーニングとし
てスポーツ合宿にも最適です。

●富士五湖道路須走インターから３分、東名高速御殿場インターから15分東京から1
時間20分
小山町デマンドバスバス停：ミニボートピア富士小山（バス停から富士ざくらホテル

まで約450ｍ徒歩５分)

提供企業：富士ざくらホテル　株式会社

貸切温泉と広大な日本庭園で自然と密にならないリゾートホテルです。
返礼品は、明治・大正・昭和・平成・令和までの時代の流れをイメージした貸切温泉
風呂ご利用がついたプランとなります。（1回のご利用は45分。）温泉で古き良き和の
世界へ想いを馳せてください。
お食事は、富士山を望む９階のレストランにて、和洋中のボリューム満点な自然派
ブッフェをご用意しております。富士山の伏流水で育ったニジマス紅富士（あかふじ）
や、御殿場コシヒカリ、新鮮なズワイガニ、選び抜かれた台湾点心など、シェフの料理
を雄大な景色と一緒にお楽しみください。

小山町デマンドバスバス停：富士美華リゾート

提供：富士美華リゾート
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返礼品番号

C4

HOTEL　JUST　ONE　FUJI-OYAMA

ロビーから見える景色

利用期限：発行より６か月

寄付金額 返礼品名

13,500円 墓地清掃

HOTEL　JUST　ONE　FUJI-OYAMA

サービス

墓地清掃

期間限定：春・秋のお彼岸、お盆限定で御先祖様の墓地の清掃、草取りをします。
【小山町内のお墓に限ります】備考にご希望の時期と墓地の場所を記入してください。
納付確認後、小山町シルバー人材センターの担当者から作業日等について確認の電話をします。
※現地調査（場所・面積等）で、受けられない場合もあるので、ご承知ください

提供企業：小山町シルバー人材センター

郵便局のみまもりサービス「みまもり訪問サービス」

HOTEL　JUST　ONE　FUJI-OYAMA宿泊券（返礼品の詳細は下記の表をご参照ください。）
眼前に広がる世界文化遺産・富士山の景観美を大パノラマで満喫していただけるロケーション。洗練された
シンプルなインテリアのゲストルーム。素材にこだわったシェフ自慢のおいしいお料理。富士山の絶景と天然温
泉で旅の疲れを流してください。
【ご予約について】
・宿泊のご予約は電話にて受付
※ご予約状況により、希望日をお断りする場合があります。電話で予約状況をご確認ください
・規定の平日で利用可能(ゴールデンウィーク・年末年始・お盆期間を除く)
・1枚につき1名様1泊朝食付きの宿泊券です。
※お子さん、幼児をお連れの際は、別途料金にてご案内します
・発行者印(ホテル印)のない物は、無効となります。
・盗難や紛失、破損などに関して、HOTEL JUST ONE FUJI-OYAMAは責任を負いません。
・プラン内容の変更などがあった場合でも、現金への引換や釣銭のお返しはできません。
【アクセス】
東名高速道路 足柄SA スマートIC(2019年3月完成)から約2.5km/車で6分
東名高速道路 東名足柄バス停から約500m/徒歩7分
JR御殿場線 御殿場駅から約5.8km/車で12分
小山町デマンドバスバス停：ホテルジャストワン富士小山

提供企業:HOTEL JUST ONE FUJI-OYAMA

ふるさと小山町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、生活状況を確認して、その
結果をご家族へお知らせするサービスです。

【必ずお読みください】
※みまもりを受ける人が、小山町に居住していることが必要です
※みまもりを受ける人や、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。
※申し込み後、サービスの利用規約及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なられる
方の都合により、サービスが提供されない場合でも、寄附金を返金することはしませんので、ご了承ください
（利用規約及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）
※寄附金の納付確認後、契約書類をご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
願いします。なお、契約書類郵送のため、登録した氏名、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い合わせ
日本郵便
電話0120-23-2886
平日8:00～22:00
土日・休日9:00～22:00

提供企業：日本郵便株式会社
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利用期限　発行日から6か月 利用期限　発行日から1年間 利用期限　発行日から6か月

寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円） 寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円） 寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円）

13,500円 C24 1枚 13,500円 C19 1枚 13,500円 C25 1枚

27,000円 G11 2枚 27,000円 G15 2枚 27,000円 G17 2枚

40,500円 I5 3枚 40,500円 I9 3枚 40,500円 I12 3枚

67,500円 L14 ５枚 67,500円 L19 ５枚 67,500円 L22 ５枚

135,000円 Q32 １０枚 135,000円 Q35 １０枚

270,000円 Y1 ２０枚

利用期限　発行日から1年間 利用期限　発行日から1年間 利用期限　発行日から1年間

寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円） 寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円） 寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円）

27,000円 G20 2枚 13,500円 C20 1枚 13,500円 C31 1枚

40,500円 I14 3枚 27,000円 G12 2枚 27,000円 G25 2枚

67,500円 L23 ５枚 40,500円 I6 3枚 40,500円 I21 3枚

135,000円 Q36 １０枚 67,500円 L15 ５枚 67,500円 L27 ５枚

270,000円 Y4 ２０枚 135,000円 Q37 １０枚 135,000円 Q48 １０枚

270,000円 Y9 ２０枚

足柄森林カントリー倶楽部 ギャツビイゴルフクラブ 東名富士カントリークラブ

東富士カントリークラブ 富士小山ゴルフクラブ 富士篭坂３６ゴルフクラブ

利用券

足柄森林カントリー倶楽部は、富士山が見え
る最高のロケーションに18ホールのコースを
持っています。
東名高速・御殿場ＩＣより５分の至便さと、アウ
トコースはのびのびと、インコースは緻密に、
戦略性の高いコースで、秀麗富士を目前に
快適な１日をお過ごしください。

全ホールから富士山を望めるゴルフコース。
令和元年に30周年を迎えた、風光明媚な全
18ホールのゴルフコース。標高400メートル総
面積110万平方mの丘陵地に適度なアップダ
ウンが施された、戦略性の高い設計。
雄大な富士山を望みながら開放的でダイナ
ミックなプレーをお楽しみください。
【アクセス】
東名足柄スマートインターより3km・5分
インターに一番近いコースです。

当コースは、昭和45年に名匠　石井　茂氏
によって設計された丘陵コースで各所から
四季折々、趣のある富士の姿が見渡せる雄
大なコースです。
富士に向かって豪快なプレーをお楽しみくだ
さい。

全体的にフェアウェイが広く、距離の長いチャ
レンジしがいのあるホールが多くあります。
コース全体が「ナラ・クヌギ・モミジ」等の広葉
樹林に包まれており、雄大な富士山を背景
に四季折々の景色の中でゴルフを堪能でき
ます。
※返礼品のフロント受け渡しはできません

富士の麓に自然の地形を生かし、ゆったりと
レイアウトされた雄大な１８ホールです。フラット
で距離のあるホールが多く、交通の便に恵ま
れ小田急新宿駅からのロマンスカー直結し
ており、首都圏からのアクセスも便利です。

「富士山に一番近い景観とおしゃれな雰囲気の３６
ホールのリゾートコース」
当クラブは、「篭坂ゴルフクラブ」と「富士高原ゴルフ
コース」を統合し「富士篭坂36ゴルフクラブ」として
2021年4月1日のリニューアルオープンしました。
富士コースはスタートから目の前の富士山に向かっ
て攻めるフラットな林間コースです。
全体的に高低差が少なくフラットな設計なので、シニ
アや女性にも人気で老若男女を問わず腕前に応じ
ていろいろな楽しみ方ができます。
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利用期限　発行日から6か月 利用期限　発行日から1年間 利用期限　発行日から1年間

寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円） 寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円） 寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円）

27,000円 G19 2枚 27,000円 G21 2枚 13,500円 C23 1枚

40,500円 I13 3枚 40,500円 I15 3枚 27,000円 G16 2枚

67,500円 L20 ５枚 67,500円 L24 ５枚 40,500円 I11 3枚

135,000円 Q41 １０枚 135,000円 Q31 １０枚 67,500円 L21 ５枚

270,000円 Y5 ２０枚 135,000円 Q33 １０枚

270,000円 Y6 20枚

利用期限　発行日から6か月 利用期限　発行日から6か月

寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円） 寄付金額 返礼品番号 内容（１枚4,000円）

13,500円 C26 1枚 27,000円 G18 2枚

27,000円 G22 2枚 40,500円 I10 3枚

40,500円 I16 3枚 67,500円 L18 ５枚

67,500円 L25 ５枚 135,000円 Q40 １０枚

135,000円 Q34 １０枚

270,000円 Y3 ２０枚

利用期限　発行日から1年間

寄付金額 返礼品番号 内容（１枚1,000円）

13,500円 C27 ４枚

27,000円 G23 ８枚

40,500円 I17 １２枚

67,500円 L26 ２０枚

135,000円 Q47 ４０枚

富士グリーンヒルゴルフコース 富士国際ゴルフ倶楽部 富士の杜ゴルフクラブ

富士平原ゴルフクラブ 富士ヘルスカントリークラブ 冨士霊園

ヒマラヤスギでセパレートされた両コース共、
比較的フラットなゴルフ場です。プレーを存分
にお楽しみください。

全36ホールで「富士コース」(全キャディ付)と
「乙女コース」(全セルフ)の２コースがあり、ど
ちらのコースも雄大な富士山を背景に四季
折々の美しい自然の中でプレーをお楽しみ
いただけます。
※返礼品のフロント受け渡しはできません

１８ホールすべてから雄大な富士山を望める
中で四季を通じてゴルフが楽しめます。

どのホールからも世界文化遺産の富士山が
望める平坦なコースレイアウト。上級者からビ
ギナーまで、人気のコースでプレーをお楽し
みください。

ヒマラヤスギでセパレートされた両コース共、
比較的フラットなゴルフ場です。プレーを存分
にお楽しみください。

冨士霊園はその名の通り富士山のふもとに
広がる、64万坪にも及ぶ広大な霊園です。
四季折々に美しい景観は観光地としても認
知されるほどで、春には、約1,000本のソメイヨ
シノと約7,000本の桜が咲き乱れ財団法人日
本さくらの会により「日本さくら名所100選」にも
選定されている桜の名所でもあります。
また、園内の富岳亭で会食などができます。
富岳亭では、返礼品の冨士霊園施設利用
券を使用することができます。
アクセスに関しては、新宿駅・東京駅・横浜駅
から直通バスの運行があるなど、東京近郊
に暮らす人にもお参りしやすい環境を整えて
います。また霊園周辺のレジャー施設や名所
旧跡と合わせて訪れる人が多くいます。

返礼品は、冨士霊園内レストラン、富岳亭、規
格墓所の墓石製品・文字彫刻料金に使用で
きる利用券です。
※売店での使用はできません
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