中井町ふるさと納税返礼品のご案内
2021年7月6日現在

皆さまからの温かいお気持ちは、中井町のまちづくりのために大切に
活用させていただきます。
活用
用途

① 新型コロナウイルス感染症対策のため ② 地域活性化のため ③ 子育て応援のため
④ 健康づくりのため ⑤ 環境保全のため ⑥ 教育事業のため

神名の郷 カネコ製麺
【乾麺セット 金子製麺】
寄附額 １０，０００円
創業明治10年、代々継承の製法により導き出した、風味とコクが特徴の
本格製麺をご堪能ください。
国産小麦粉のもちもち食感のらーめん、焼きそば、パスタセット なま麺(年間)
国産原料 なまうどん、なま蕎麦セット めんつゆ付き(年間)
神奈川県産小麦粉100%使用 県民うどん 契約小麦自家製粉小麦粉使用
かねこ製麺 そばうどん創作麺セット
小麦の粒を丸ごと挽いた 全粒粉麺セット(年間)

１４，０００円
１４，０００円
１４，０００円
１４，０００円
１４，０００円

中井町野菜直販組合
【里山育ちのお米〔4kg×2個〕】 寄附額 １０，０００円
緑豊かな中井の里で育った、食味、食感ともに最高のお米を是非ともご賞味
ください。

山口トマト
【季節のトマト(約3.5kg)とミディトマト(約2.5kg)】 寄附額 １６，０００円
父の代より続くトマト農家から、よりおいしく、安全なトマトをお届けいたします。
季節のトマト(約7kg)
季節のミディトマト(約3kg)
季節のトマト(約3.5kg)

１６，０００円
１０，０００円
１０，０００円

ステーキ&ハンバーグ OKUBO
【人気のステーキ200g×2枚と手作りステーキソースセット】
寄附額 １４，０００円
中井町のステーキレストランで1番人気のステーキ2枚と
自家製ステーキソースの計3点セットです。
ビーフ100%手ごねハンバーグ200g×2枚と手作りステーキソースセット
ステーキ200gと手ごねハンバーグ200g&手作りステーキソースセット

１４，０００円
１４，０００円

高田プロジェクト
【彫刻家高田大 作品（牡牛座 Taurus）】 寄附額 ６７０，０００円
プリミティブな不思議な世界、高田大の彫刻作品。
彫刻家高田大 作品
３４０，０００円
【文房具(メモ入れ付ペン立て・消しゴムトレイセット)】
彫刻家高田大 作品
３４０，０００円
【文房具(ペン立て・スタンプトレイセット)】
陶芸家 高田リリー律子作 堆積文 練り上げ手 大皿
３７，０００円
陶芸家高田リリー律子作 粉引きどんぶり
陶芸家高田リリー律子作 粉引き湯呑2個セット
陶芸家高田リリー律子作 フラワーオブライフ 薄萌葱(うすもえぎ)色 プレート小皿2枚組
楓窯工房 呉須絵 絵変わり豆皿 5枚組
陶芸家 高田リリー律子作 優しいクリーム色の 印花 四角 銘々皿 2枚組
陶芸家 高田リリー律子作 堆積文 練り上げ手銘々皿 2枚組
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２０，０００円
２０，０００円
１５，０００円
１５，０００円
１５，０００円
１５，０００円

ジョイファーム小田原
【Farmer's GIFT(ジャム、シロップの詰め合わせ)】
寄附額 １３，０００円
農薬、化学肥料に頼らない栽培で、環境やカラダにもやさしい果実を、
添加物を使用せず、素材の味を生かす工夫をして加工品にしました。

ブルックス
【ブルックス 人気のドリップバッグコーヒー5種セット(合計90袋)】
寄附額１５，０００円
ブルックス人気銘柄を詰め合わせたセット!
バラエティ豊かな味わいで充実のコーヒータイムをお楽しみください。
カフェサプリ GABA 30袋
【ブルックス】コーヒーが苦手な方に
バラエTEAセット(5種合計115袋)
【ブルックス】おすすめレギュラーコーヒー5種セット
＜粉タイプ＞合計12袋
【ブルックス】人気のかんたフェ4種セット(合計80袋)
ブルックス人気のモカブレンド&ヨーロピアンブレンドセット

グリーンティー モイストローション60ml×2本セット
リキッドコーヒー ヨーロピアンブレンド 無糖6本
かんたん ぬか美人 7袋入×4セット
丹沢の山々をのぞむ まろやか天然水 500ml×24本

１７，０００円
１５，０００円
１５，０００円
１５，０００円
１４，０００円
１４，０００円
１１，０００円
１１，０００円
１１，０００円

自家製酵母パン Ｌｅ・Ｌｏｕｒｄｅｓ
【神奈川県産小麦・自家製酵母パン 詰め合わせ】 寄附額１２，０００円
地産地消・食の安全をテーマに美味しいパンを焼いています。
湘南産小麦の豊かな香り、芳醇な甘さをお楽しみ頂けます。

子の日 (ネノヒ)
【「蓮」 コアレスダマスカス 三徳包丁 195mm】 寄附額 ５９０，０００円
世界中のシェフから愛される高い切れ味をご家庭でも!
こだわり抜いた「子の日」の三徳包丁です。
「蓮」 コアレスダマスカス 牛刀 210mm
NENOX IW牛刀210mm
料理用包丁 「翔 Damascus」 三徳180mm
料理用包丁 「翔 Damascus」 切付三徳180mm
料理用包丁 「翔 Damascus」 牛刀180mm
料理用包丁 「翔 Damascus」 筋引195mm
料理用包丁 「翔 」 三徳180mm
料理用包丁 「翔 」 切付三徳180mm
料理用包丁 「翔 」 牛刀180mm（筋引もあります）

５６０，０００円
２２０，０００円
９９，０００円
９９，０００円
９６，０００円
９６，０００円
９２，０００円
９２，０００円
８８，０００円

大原農園
【農薬不使用 ミネラルたっぷり中井町産キウイフルーツ約3.5kg】
寄附額 １３，０００円
土作りから行い、農薬や化学肥料を使わずに栽培する等、
こだわって育てたキウイフルーツです。
落花生セット(殻付き200g×2/むき身130g×1)

１１，０００円

サンシーズ
【えごま油 4本セット】 寄附額１４，０００円
美容、健康維持におススメの朝日えごま油を4本セットでお届けします!
えごま油【170g1本、分包タイプ1袋(30包)】
アマニ油【170g1本、分包タイプ1袋(30包)】

１３，０００円
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長島鋳物
【1/6鋳鉄製デザインマンホールコースター 中井町柄】
寄附額１１，０００円
いま話題のデザインマンホール蓋
神奈川県中井町で使われているデザインマンホール蓋の1/6サイズです。

神奈川県農協茶業センター
【足柄茶 フィルターインボトル/TB3種詰合せ】 寄附額１１，０００円
神奈川県の丹沢・箱根山麓での栽培のため葉が柔らかく、
山吹色の水色と味と香りに優れたお茶です。
足柄茶/抹茶入緑茶TB/フィルターインボトルセット
足柄茶 リシール缶と粉末茶セット

１１，０００円
１１，０００円

中谷産業
【血行美人抱き枕ひんやり おしゃれシールセット】 寄附額 ３０，０００円
カバー生地に塩のプリントを施した抱き枕と遠赤外線を放射する
シールです。 （ポカポカ、おしゃれシールセットもあります）
ウエストサポート（色：黒又は茶）（サイズ：Ｓ～２Ｌ）
２０，０００円
ウエストサポートDX
２０，０００円
レッグサポート
２０，０００円
コスメビサ ビューティーネックレス、ブレスレットセット【シルバー】
コスメビサ 美容アイクリーム
ルームソックス 足首ウォーマー 手首ウォーマーセット
コスメビサ ビューティーソックス 2足セット
レッグソックス ぬくぬくソックス セット
コスメビサ 美容ハンドジェル

中井町竹細工クラブ
【神奈川県中井町 亀甲竹ざる 40cm】 寄附額３２，０００円
亀甲(鉄線)編みで仕上げた、しなやかで強靭な大ざるです。
お好みに合わせて、ご愛用いただけます。
水切りタイプの盛りかご
時が経つほどに色合いが深まる手作りボートかご
シンプルで美しい平ざる(中)
シンプルで美しい平ざる（小）１枚

２０，０００円
１９，０００円
１７，０００円
１４，０００円

製菓材料DEPO
【大東カカオ スペリオール ハイカカオチョコレートセット （カカオ分70％・75％）】
寄附額１８，０００円
数種類のカカオ豆を絶妙のバランスで配合したハイグレードな
ハイカカオクーベルチュールチョコレートです。
大東カカオ スペリオール
エクアトゥール 2個セット(カカオ分70%)
大東カカオ スペリオール
タンブル 2個セット (カカオ分75%)

１９，０００円
１９，０００円

ピュア鉱泉
【ふるさと 10年保存水「飲むおんせんVeil」500ml(24本入) 】
寄附額１０，０００円
甘みのある軟らかくまろやかな味の温泉水です。
源泉100%を無添加・無加工で大自然の温泉を味わえます。
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１９，０００円
１４，０００円
１２，０００円
１１，０００円
１０，０００円
１０，０００円

金子さんちの柑橘
【神奈川県中井町産 大津みかんジュース 500ml×3本セット】
寄附額１０，０００円
神奈川県中井町の大津みかんを絞った、100%の無添加ストレートジュースです。
神奈川県中井町産 大津みかんジュース
180ml×10本セット

１１，０００円

アトリエ あい
【漆喰を使った希少なフレスコ画 「サギソウ」2227】 寄附額３０，０００円
中井町の神事「鷺の舞」に因みサギソウをフレスコ画で表現
漆喰の美しい白さを強調した希少な逸品をあなたのお部屋に
漆喰を使った希少なフレスコ画 「サギソウ」1518

１６，０００円

湘南ファーム
【無塩、無添加 「湘南スウィート」で作ったトマトジュース。
糖度9°と糖度11°の2種セット】
寄附額１３，０００円
糖度が高く酸味うまみのバランスの良い「湘南スウィート」を使用した
2種のトマトジュース。

ミヤタサイクル
【RIDGE-RUNNER リッジランナー VRG438_AB44】
寄附額９５０，０００円
気軽にオフロード走行を楽しめる電動アシストMTB

ファームビレッジ湘南
【神奈川県中井町産 湘南とスペインアンダルシアのオリーブミックス
オリーブオイル98g×3本】
寄附額１８，０００円
湘南の風と太陽が育てた湘南オリーブ
神奈川県中井町産 湘南とスペインアンダルシアの
オリーブミックス オリーブオイル98g×2本

１２，０００円

宮川酒店
【中井麦酒 厳島ジンジャー(神社)ビア&煌めきビアカップギフト】
寄附額２９，０００円
大原農園の栽培期間農薬不使用の生姜をふんだんに使用した地ビールと
陶芸家高田リリー律子作・煌めきビアカップのギフトセット

大井松田カートランド
【レンタルカート (ペアチケット) 】 寄附額１８，０００円
少年の頃に憧れたレーサーになってみませんか。
車高は地上3cm、体感速度は100km/h

エコファーム
【井戸水を使って作られた生きくらげ
約1.2kg(約200g×6p) 20%増量中】 寄附額１０，０００円
自然豊かな地で丁寧に作られた、肉厚の美味しい生きくらげです。

問合せ

中井町産業振興課

℡０４６５－８１－１１１５
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E-mail sangyou@town.nakai.kanagawa.jp

