
光市記 者発 表資 料
平成 27年 10月 29日

件名

内容

|ふるさと光応援寄附金に係るお礼品の制開始について

本市の「ふるさと光応援寄附金制度(ふるさと納税制度)Jを活用し、「光市j の魅力発信や、特

産品等のPRを行っていくため、本市へふるさと納税をされた市外在住の寄附者の方へ、お礼品の

進呈を開始します。

1 お礼晶送付対象者

平成 27年4月 1日以降、本市に「ふるさと光応援寄附金(ふるさと納税)Jとして 1万円以上

の寄附をされた光市外在住の方

2 お礼品の内容 ※合計 30品

別紙「お礼品リスト」参照

《お礼品のコースについて》

寄附金額 1万円以上の方は fAコース」の中から 1点お選びいただけます。

寄附金額 10万円以上の方は fAコースj又は fBコースjの中から 1点お選びいただけます。

3 ご協賛いただく事業者(ふるさと光応援寄附金協賛事業者)

-農事組合法人っかり

-里の厨事業協同組合

.株式会社友松商居

・網重水産有限会社

-有限会社光月堂 シェ・ヒロダン

.パティスリーミヤオ

.株式会社砂本養鶏

・まほろばの里ブツレーペリー

.河村醤油株式会社

.EEne 

-リカーポートヤマモト

・有限会社し 1たくら

-光市観光協会

・株式会社ステンレス光

-障害福祉サービス事業所光あけぼの園 はんぷ工房「結」

(順不同)

4 お礼品の送付について

・お礼品の送付は、その年度中「お一人様 1回限り j とします。

※合計 15事業者

・寄附金のλ金を確認後に送付手続きを行いますので、商品によってはお届けまでに時間がかか

る場合があります。

・時期や生産量等の状況により、ご希望に添えない場合があります。

5 その他

お礼品の送付と併せて、インターネット上から寄附申込みが行える「申込みフォーム」の利

用を開始しました。

問合せ光市政策企画部企画調整課企画係担当:山根雅史

TEL: (0833) 72・1400(内線 232) F必C:(0833) 74-1041 

E-mail: kikaku@city.hikari.lg.j 



ふるさと光お礼品リスト
～お好みの品をお選びください～

【Ａコース（26品）】　１万円以上のご寄附をいただいた方

Ａ-１　　いちごセット Ａ-２　　季節のジャム３点セット Ａ-３　　光市のお米（玄米）10kg

光市束荷地区で瀬戸内の豊かな陽射しのも
と、栽培方法を工夫した親切な仕事によ
り、糖度を高めた甘く、大きいイチゴで
す。

光市束荷地区で採れたイチゴや季節ごとの
旬の果物を使用した一押しのジャムの詰合
せです。

光市産のお米（玄米）をお送りいたしま
す。品種コシヒカリ、ヒトメボレ、ヒノヒ
カリの内、生産者出荷のものから発送させ
ていただきます。

Ａ-４　友松「おすすめギフト」セット Ａ-５　友松「こだわり食材」セット
Ａ-６　　ふるさとの海の幸
　　　　海産物詰合せ

○内容：苺箱入りセット（12粒入×２トレイ）
　※商品のお届けは１月～４月になります。

※50セット限定
○提供：農事組合法人つかり
　TEL ：0820-49-0831　光市大字束荷1322-1

○内容：各種ジャムセット（170g×３個）
　　　　※時期によってジャムの内容が変わります。
○提供：農事組合法人つかり
　TEL ：0820-49-0831　光市大字束荷1322-1

○内容：光市産のお米（玄米）（10kg）
      　※北海道、沖縄県への送付は行っておりません。
○提供：里の厨事業協同組合
　TEL ：0820-49-0831　光市束荷2391-19

贈答に人気のふく・うに入り。おすすめ商
品詰め合せセットです。

友松商店こだわりのおすすめギフト、えび
つゆ入り。ふるさとの海の恵みをご賞味く
ださい。

弊社で製造した無添加の「秋いりこ」や、
カルシウム補給に「かえりちりめん」な
ど、健康食品を取り揃えました。

Ａ-７　　光まんじゅう Ａ-８　　季節の焼き菓子詰合せ Ａ-９　　オリジナル焼き菓子セット

○内容：ふく雑煮スープ(320g)、焼きふぐ(48g)、
　　　　ふく茶漬(6g×6)、友松粒塩うに(60g)、
　　　　鰯せんべい(72g)、いか昆布(65g)
○提供：株式会社友松商店
　TEL ：0833-78-0475　光市室積4-3-3

○内容：煮干いりこ(180g)、干しえび(50g)、ひじき(70g)、
　　　　新のり(全形20枚)、えびつゆ(360ml)、青のり粉(14g)
○提供：株式会社友松商店
　TEL ：0833-78-0475　光市室積4-3-3

○内容：秋いりこ（143g）、かえりちりめん（130g）、
　　　　焼きえび（90g）、開サヨリ（50g）、
　　　　梅ちりめん（130g）、わかめちりめん（130g）
○提供：網重水産有限会社
　TEL ：0833-78-0366　光市室積7-7-5

あのＣＭにも登場した、有名な蒸し饅頭で
す。普段は予約しないとなかなか手に入り
ません。ご当地お土産としてもどうぞ！

季節にあったお店オススメの焼き菓子を詰
め合わせました。贈り物にもどうぞ。

数々の賞を受賞した一番人気商品「虹の松
原」や光の海のまつぼっくりをイメージし
た「松香せんべい」などを詰め合わせた、
オリジナルセットです。

○内容：光まんじゅう（12個入）
　　　　※賞味期限：３日間
○提供：有限会社光月堂　シェ・ヒロダン
　TEL ：0833-72-4855　光市大字浅江954番地1

○内容：焼き菓子の詰合せ
　　　　※時期によって内容が変わります。
　　　　※賞味期限：１～２週間
○提供：有限会社光月堂　シェ・ヒロダン
　TEL ：0833-72-4855　光市大字浅江954番地1

○内容：虹の松原（5個）、松香せんべい（5個）、
　　　　光はええあんばい（5個）、レーズンサンド（5個）
○提供：パティスリー ミヤオ
　TEL ：0833-71-1446　光市浅江2-1-10

※写真はイメージです ※写真はイメージです

※写真はイメージです
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※Ａ-１７　　　　　【てぬぐい 】 あお、あか、みどり　　　【ハンカチ】 ピンク、あお、みどり

※A-１８　　　　　【全６種】（A）周防柱松、（B）伊藤公、（C）冠山公園・縦、（D）象鼻ケ岬・縦、（E）象鼻ケ岬・横、（F）冠山公園・横

Ａ-１０　光と風のたまごと卵黄油の
プレミアムセット

Ａ-１１　　「ちょっとの気持ちです」
Ａ-１２　　ブルーベリーの贈り物

(ジュース４本セット)

飼育環境にこだわった平飼いたまご、桜色の
卵殻でとろりとした舌触りが特徴の名古屋
コーチン、当社自慢の卵黄油のオリジナル
セットです。

自営農園で無農薬栽培したブルーベリー使
用。どれも果実本来の味を大切にしたオリ
ジナル商品です。光市地元産として、お土
産やプレゼントに最適と、ご愛用頂いてお
ります。

果汁100％使用、砂糖不使用、無添加、自
然そのままの味を大切にしました。毎日、
少量を持続飲用されると、目の疲れに効果
的です。

Ａ-１３　　夢ギフト①
Ａ-１４　　米のおっぱい

（白・紅）小瓶5本ギフト

○内容：平飼いたまご6個入モウルドパック（3パック）
　　　　名古屋コーチンたまご6個入モウルドパック（2パック）
　　　　卵黄油1箱（200粒入）
○提供：株式会社砂本養鶏
　TEL ：0833-71-0702　光市大字浅江1001番地

○内容：ブルーベリーそうめん(80g×6本)、つゆ(180ml)、
　　　　ブルーベリーキャラメル（18個入）、
　　　　ブルーベリージャム（300g）、ブルーベリー缶ティ
　　　　ー（40g）、ブルーベリージュース（500ml×１本）
○提供：まほろばの里ブルーベリー
　TEL ：0820-48-3686　光市大字束荷2123-1

Ａ-１５　　米のおっぱい
（白・紅）大瓶２本ギフト

○内容：ブルーベリージュース（500ml×４本）

○提供：まほろばの里ブルーベリー
　TEL ：0820-48-3686　光市大字束荷2123-1

様々な種類の醤油をご用意。スプレー醤油の
入った６本セットです。料理の場面に合わせ
て使って頂けます。

手作りの甘酒に豆乳をブレンドした、完全
無添加の栄養ドリンクです。おかあさんの
おっぱいのように、やさしくて栄養いっぱ
い。お子様からご年配の方まで美味しくお
召し上がりいただけます。

手作りの甘酒に豆乳をブレンドした、完全
無添加の栄養ドリンクです。おかあさんの
おっぱいのように、やさしくて栄養いっぱ
い。お子様からご年配の方まで美味しくお
召し上がりいただけます。

Ａ-１６　　ふるさとお酒ギフト
（ひかり冠梅、神籠石）

Ａ-１７　ふる里光プロジェクト商品セット

○内容：お醤油６本詰合せ

○提供：河村醤油株式会社
　TEL ：0833-71-0550　光市浅江6-1-13

○内容：米のおっぱい　白　３本（150ml）
　　　　米のおっぱい　紅　２本（150ml）
○提供：ＥＥｎｅ（ええね）
　TEL ：0833-72-7772　光市光井1-18-19

○内容：米のおっぱい　白　１本（500ml）
　　　　米のおっぱい　紅　１本（500ml）
○提供：ＥＥｎｅ（ええね）
　TEL ：0833-72-7772　光市光井1-18-19

Ａ-１８　　光市観光名刺

光市にある冠天満宮の祈願梅を100％使用した
梅酒「ひかり冠梅」と、光市の芋を使用した
芋焼酎「神籠石」のギフトセットです。一度
ご賞味あれ。

わがまち光市の観光名所やイベントを水彩
画で表現した絵ハガキや、光の文様をデザ
インにとり入れた、手ぬぐい（注染本染）
や今治ブランドのタオルハンカチのふる里
ギフトです。

ふるさと光市の名所・風景がデザインされ
た名刺です。これであなたも光市PR大使！

○内容：梅　酒「ひかり冠梅」720ml　１本
　　　　芋焼酎「神籠石」　　720ml　１本
　　　　※専用の箱に入れてお届けします。
○提供：リカーポートヤマモト
　TEL ：0833-71-1454　光市光井1-3-20

○内容：光文様てぬぐい１枚、光文様今治ハンカチ１枚、
　　　　ふる里光八景ポストカード１セット（８枚入）
　　　　※てぬぐい、ハンカチは色をお選びください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下記参照）
○提供：有限会社いたくら
　TEL ：0833-78-1673　光市室積3-7-26

○内容：名刺１セット（100枚入）
　　　　※全６種からお選びください。（下記参照）
　　　　※専用申込書の提出が必要です。
○提供：光市観光協会
　TEL ：0833-48-8686　光市大字室積村6288番地
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※Ａ-２０、Ａ-２１　【全８色】黒、生成、アカ、ブルー、イエロー、ショッキングピンク、ノグリーン、セルリアンブルー

※Ａ-２２　　　　  　【全３色】セルリアンブルー×ブルー、キャロット×ショッキングピンク、マスタード×エメラルドグリーン

※Ａ-２３　　　 　 　【全３色】セルリアンブルー×ノグリーン、ブルー×黒、ショッキングピンク×マッシュルーム

※Ａ-２４　　　　　　【全４色】ＯＤ（カーキ）、紺、ベージュ、黒

※Ａ-２５　　　　　　【全２色】白おうむ、グレーおうむ

※Ａ-２６　　　　　　【全３色】アカ（リスのトランペット）、ブルー（小鳥のカラフル）、イエロー（ペンギン行進中）

　（Ａ-２０からＡ-２６の商品はサイズにより若干の個体差があります。また、デザイン・色・仕様等は予告なく変わることがあります。）

Ａ-１９　　チタンマグカップ
（ミラー仕上げ、光マーク入り）

Ａ-２０　　ちょこバッグ（小） Ａ-２１　　ちょこバッグ（大）

光市オリジナルデザインのチタン製マグ
カップです。二重構造で高い保温・保冷力
があるので、温度を長く保つことができま
す。氷を入れても結露しないので、卓上を
汚しません。

障害福祉サービス事業所のメンバーが、倉
敷帆布で一つひとつ手作りした作品です。
ちょこっとお出かけに。長財布や携帯電
話、鍵が入るサイズです。

障害福祉サービス事業所のメンバーが、倉敷
帆布で一つひとつ手作りした作品です。ちょ
こっとお出かけに。長財布やお買物したもの
もちょこっと入るサイズです。

Ａ-２２　　バイカラートート Ａ-２３　　ウエストポーチ Ａ-２４　　６号小トート

○内容：チタンマグカップ（容量：300ml）
※30個限定

○提供：株式会社ステンレス光
　TEL ：0833-71-0890　光市大字島田3434番地

○内容：１個（８号帆布）
　　　　巾30cm×高15cm×奥12cm（取手26cm）
　　　　※全８色からお選びください。（下記参照）
○提供：障害福祉サービス事業所
　　　　光あけぼの園　はんぷ工房「結」
　TEL ：0833-74-3333　光市木園1918-1

○内容：１個（８号帆布）
　　　　巾34cm×高23cm×奥12cm（取手39cm）
　　　　※全８色からお選びください。（下記参照）
○提供：障害福祉サービス事業所
　　　　光あけぼの園　はんぷ工房「結」
　TEL ：0833-74-3333　光市木園1918-1

障害福祉サービス事業所のメンバーが、倉
敷帆布で一つひとつ手作りした作品です。
A4サイズが横に入るバイカラのトートバッ
グです。

障害福祉サービス事業所のメンバーが、倉
敷帆布で一つひとつ手作りした作品です。
通勤や作業時に邪魔にならないサイズ。表
と裏で色が違うところもオシャレです。

障害福祉サービス事業所のメンバーが、倉敷
帆布で一つひとつ手作りした作品です。体育
マットなどに用いられた厚手の６号帆布の
トートバッグ。コシ・重厚感がありとても丈
夫な作りになっています。

○内容：１個（８号帆布）
　　　　巾45cm×高28cm×奥12cm（取手49cm）
　　　　※全３色からお選びください。（下記参照）
○提供：障害福祉サービス事業所
　　　　光あけぼの園　はんぷ工房「結」
　TEL ：0833-74-3333　光市木園1918-1

○内容：１個（８号帆布）　巾25cm×高20cm
　　　　※全３色からお選びください。（下記参照）
○提供：障害福祉サービス事業所
　　　　光あけぼの園　はんぷ工房「結」
　TEL ：0833-74-3333　光市木園1918-1

○内容：１個（６号帆布）
　　　　巾22cm×高15cm×奥11cm（取手21cm）
　　　　※全４色からお選びください。（下記参照）
○提供：障害福祉サービス事業所
　　　　光あけぼの園　はんぷ工房「結」
　TEL ：0833-74-3333　光市木園1918-1

Ａ-２５　　おうむポーチ Ａ-２６　　プリントトート

周南あけぼの園アトリエNONメンバーによ
る絵をプリントしたオリジナルプリントの
ポーチです。携帯電話を入れたり、化粧
ポーチにどうぞ。かわいいサイコロ型で
す。

周南あけぼの園アトリエNONメンバーによ
る絵をプリントしたオリジナルプリントの
トートバッグです。

○内容：１個（１１号帆布）　巾12cm×高12cm×奥12cm
　　　　※全２色からお選びください。（下記参照）
○提供：障害福祉サービス事業所
　　　　光あけぼの園　はんぷ工房「結」
　TEL ：0833-74-3333　光市木園1918-1

○内容：１個（８号帆布）
　　　　巾37cm×高28cm×奥10cm（取手43cm）
　　　　※全３色からお選びください。（下記参照）
○提供：障害福祉サービス事業所
　　　　光あけぼの園　はんぷ工房「結」
　TEL ：0833-74-3333　光市木園1918-1

※Ａ-２０～Ａ-２６までの商品の色見本です。
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【Ｂコース（4品）】　１０万円以上のご寄附をいただいた方

Ｂ-１　　季節のジャム６点セット Ｂ-２　　友松「オリジナル雅」セット

光市束荷地区で採れたイチゴや季節ごとの旬の果物を使用した
一押しのジャムの詰合せです。年間４回に分けて（４セットま
とめての配送も可）お届けします。

友松商店オリジナルの「海の幸」セット、「雅」セット、「お
すすめギフト」セットの３点セットをお送りいたします。ふる
さと瀬戸内海の恵みをご賞味ください。

Ｂ-３　　夢ギフト②
Ｂ-４　　ステンレス製ゴミBOX

ワンニャンカアmini（ご家庭用）

○内容：各種ジャムセット（170g×６個）×４セット
  　　　※時期によってジャムの内容が変わります。
　　　　※配送方法：一括or定期（およそ３ヶ月毎）をお選びください。
○提供：農事組合法人つかり
　TEL ：0820-49-0831　光市大字束荷1322-1

○内容：「海の幸」セット、「ふく＆さより」セット、「雅」セットの３点セット
　　　　※各セットの内容は下記をご覧ください。
○提供：株式会社友松商店
　TEL ：0833-78-0475　光市室積4-3-3

料理の場面に合わせて使い分けて頂ける便利なお醤油セットで
す。年間４回に分けて（４セットまとめての配送も可）お送り
いたします。贈り物としても最適です。

丈夫で錆び難く、お手入れ簡単なステンレス製のスマートな家
庭用ゴミBOXです。パンチング加工で通気性がよく、見た目も
オシャレ。45ℓのゴミ袋が２袋入ります。

○内容：お醤油９本詰合せ×４セット
　　　　※一括配送（4セット）、定期配送（3ヶ月毎に1セット送付）の
　　　　　どちらかをお選びください。
○提供：河村醤油株式会社
　TEL ：0833-71-0550　光市浅江6-1-13

○内容：H50×W900×D450（mm）
※30個限定

○提供：株式会社ステンレス光
　TEL ：0833-71-0890　光市大字島田3434番地

※Ｂ-２  　【「海の幸」セット】 　       煮干いりこ(600g)、ちりめん(180g)×2、干しえび(100g)×2、出し昆布(100g)
          　 【「ふく＆さより」セット】　　ふくみりん干(赤)(90g)、ふくみりん干(白)(90g)、さより開干(110g)、ふく雑炊スープ(320g)×2
　　　　　   【「雅」セット】　              友松粒塩うに(60g)、友松熟成うに(60g)、友松甘口うに(60g)、おかずいりこ(280g)、ひじき(70g)、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新のり(全形20枚)、えびつゆ(360ml)、焼きえび(90g)、たい茶漬(60g)、青のり粉(14g)

　《お礼品について》
　・お礼品の送付対象者は１万円以上の寄附をいただいた光市外在住の方です。
　・お礼品の送付は、その年度中「お一人様１回限り」とさせていただきます。
　・寄附金の入金を確認後に送付手続きを行いますので、商品によってはお届けまでに時間
　　がかかる場合があります。
　・時期や生産量等の状況により、ご希望に添えない場合があります。
　・お礼品は、ふるさと光応援寄附金協賛事業者から直接のお届けになりますので、寄附者
　　のご住所、お名前、電話番号等を市から事業者へ提供します。あらかじめご了承ください。

ふるさと光応援寄付金（ふるさと納税）の申込み・問合せ先 

〒７４３-８５０１ 光市中央六丁目１番１号  

光市役所 政策企画部 企画調整課 企画係 

TEL：0833-72-1400（内線 232）   FAX：0833-74-1041 

E-Mail:kikaku@city.hikari.lg.jp 

※写真はイメージです
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