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世界との玄関口として日本の近代化を牽引した、

国際都市・神戸。

開港以来、新しい気風や多彩な文化を取り入れながら、

さまざまな分野で独自のブランドを確立し、

国際都市として発展を遂げてきました。

神戸ビーフ、灘の酒、スイーツ、有馬温泉、コーヒー、

そんな神戸スタイルを代表する返礼品を

ご用意しております。

ぜひ、ふるさと納税を通じて、

神戸の魅力をお楽しみください。

P3 ふるさと納税制度の紹介

 お申し込みの流れ

P5 ふるさと納税寄附の使い道
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P30 海産物

P31 雑貨・家具

P33 ファッション

P35 旅行・お出かけ

私だけのとっておき「神戸スタイル」
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ふるさと納税制度の紹介
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場
合に、寄附額のうち 2,000 円を越える部分について、所得税と住民税から
原則として全額が控除される制度です（一定の上限はあります）。

各自治体が発行する「寄附金受領証明書」を添付して、寄附を
した年分の確定申告を行ってください。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控
除されます。
源泉徴収等ですでに納めている所得税がある場合は還付され
ることがありますが、還付される金額は、ふるさと納税を行っ
た方の収入や、ほかの控除等の状況によります。
また、所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌
年度分の住民税が減額される形で控除されます。

ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等
がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金
控除を受けられる仕組みです。
ワンストップ特例申請用紙に必要事項を記入して、寄附先自
治体に郵送してください。

所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額
が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で
控除されます。
　利用できる条件
１．確定申告の不要な給与所得者であること。
２．ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること。
※ 1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります

お申し込み方法は　  つ

❶ インターネット

ふるさと納税をすると、
地域の特産品などのお礼の品が
もらえます。

控除上限額内で寄附を行うと、合計
寄附額から 2,000 円を引いた額を、
所得税と住民税から控除 (還付 ) を
受けることができます。

寄附金を自治体がどのように使用
するのか、その用途を選択すること
ができます。寄附金の使い道の観点
から、寄附先の自治体を選ぶことも
できます。

生まれ故郷ではなくても、
あなたが応援したい自治体に寄附
できます。

　❷ 郵送

応援したい気持ちを「寄附」にかえて

神戸市では右記サービスより
お申し込みいただけます。

「寄附申込書」に必要事項をご記入のうえ、
郵送、FAXいずれかにより神戸市企画調整局参画推進課 
ふるさと納税担当までお申込みください。

なお、「寄附申込書」は右記よりダウン
ロードしていただくか、下記連絡先ま
でお電話いただければ郵送いたします。

〒650-8570　神戸市中央区加納町6-5-1　神戸市企画調整局参画推進課宛
☎078-322-6967　FAX：078-322-6051

税額控除の手続き

つのポイント

税金が控除される

寄附金の使い道を指定できる 生まれ故郷じゃなくてもＯＫ

お礼の品がもらえる
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全額控除されるふるさと納税の目安　※2,000 円を除く

控除上限金額を
調べる

寄附を申し込む
寄附金を支払う

お礼の品を選ぶ

税額控除を受ける

ご入金後、寄附金受領証明書が届きます。
お申し込みの際に、自治体からのワンストップ特例申請書
の送付希望の方は申請用紙をお送りします。

確定申告を行う場合とワンストップ特例制度を利用する場
合があります。

お肉、お酒、スイーツや雑貨、旅などの特色ある返礼品を
ご用意しています。インターネットの各ふるさと納税サイト
または郵送で返礼品をお申し込みください。

納税（寄附）する方の年収と家族構成によって控除額が変
わります。各ふるさと納税サイトでシミュレーションして
みましょう。次のページで目安金額を確認してください。

お申し込みの流れ

寄附申込書
はこちら

郵送先

ふるさと納税を行う方の家族構成 独身または共働き

ふるさと納税をする
本人の給与収入

夫婦 夫婦＋子 2人
(大学生と高校生 )

  500万円

  700万円

1000万円

1200万円

1500万円

2000万円

2500万円

  600万円

  800万円

  300万円

  400万円

61,000円

108,000円

176,000円

242,000円

389,000円

564,000円

849,000円  

  77,000円

129,000円

28,000円

42,000円

49,000円

86,000円

 166,000円

 239,000円

 389,000円

 564,000円

 849,000円

69,000円

 120,000円

19,000円

33,000円

28,000円

66,000円

144,000円

206,000円

361,000円

536,000円

817,000円

43,000円

85,000円

12,000円
ー

STEP
01

STEP
03

STEP
04

STEP
02

ワンストップ特例制度を利用する場合 確定申告をする場合

￥
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何度でも行きたくなる神戸に
多くの方に神戸の観光を楽しんで、何度も行きたい
と思っていただけるように。有馬温泉や南京町、北
野といった、神戸を代表する観光スポットの魅力向
上に取り組みます。

神戸ビーフの生産現場を応援したい
上質な但馬牛の中でも日本一厳しいといわれる
基準をクリアした牛だけがその名を語れる「神戸
ビーフ」。しかし、子牛の価格高騰や後継者不足な
ど、生産者の負担が増しています。神戸ビーフの畜
産農家支援や皮革を使用した神戸レザーの振興に
使います。犬猫と共に幸せに生きるまちにしたい！

保護された子猫の「ミルクボランティア」活動、新し
い飼い主を待つ犬猫の健康管理などを実施。猫や犬
をできるだけ多くの新しい飼い主へ譲渡し、殺処分
を減らすための取り組みです。

こども本の森 神戸 
こどもたちにいっぱいの本を！
建築家・安藤忠雄さんの寄附により、東遊園地に
2022年春に誕生した「こども本の森 神戸」。この場
所でこどもたちが多くの本と出会えるように、本の
購入や運営費用として活用します。

病と向き合う人々の「生きる」力を
支える取り組みを応援したい
日本最大級の医療産業クラスターに成長した神戸
医療産業都市。その中で重要な役割を果たしてい
る、いのちを守り、人々の取り組みを「生きる」力を
支える活動を続けている公益法人の取り組みを支
援をします。

ふるさと納税寄附の使い道
選んで納得。わたしの寄附を神戸のために

ふるさと納税は、自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度で、
寄附者自身が寄附金の使い道を指定することができます。
神戸市ふるさと納税では、20を超える具体的な活動・プロジェクトを使い道
として選んでいただけます。

もっといいまちへ！

神戸市の使い道紹介

3

5

4
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「食都神戸」子どもたちに
地産地消のおいしい食材を
農業の担い手となる新規就農者や里山への移住者
に対する支援、神戸・三宮にある公園での「ファー
マーズマーケット」の開催や、さらなる開催地の拡
大など、「食」を軸とした神戸の新たな賑わいを創
出します。
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こどもたちに良質な図書との出会いを

「こども本の森 神戸」

「こども本の森 神戸」は、たくさんの本に囲まれた空間で、こどもたちが読書
の楽しみを発見し、好奇心を満たし、豊かな感性と創造力を育み成長できる
ことを願って、令和4年3月に開館しました。収蔵する図書の多くを、みなさ
まのご寄附によりそろえることができました。
開館後も、新しい本の追加や、本との魅力ある出会いの場となるイベントの
開催をはじめ、居心地のよい施設づくりのための運営経費などにみなさまか
らの寄附金を使わせていただいております。
なお、ご寄附いただいた方のお名前を施設内の銘板に掲載させていただいて
います。

思い思いの場所で本に触れる喜びを

犬猫と共に幸せに生きるまちにしたい！

数カ月限定、子猫のお母さんになる
「ミルクボランティア」　

現在の猫の殺処分のほとんどは子猫。神戸市では動物病院と連携し、子猫の
“ミルクボランティア”という取り組みを2016年から行っています。
ミルクボランティアは、新しい飼い主に譲渡されるまでの間、保護された子
猫の授乳、体調管理を務める、お母さん的な役割。目が開いていない子猫が
保護されることもしばしばで、一匹ごとに様子を見ながらつきっきりで世
話をします。
みなさまからの温かいご支援により、ミルクボランティアの人員確保がで
き、多くの猫を新しい飼い主に譲渡することができました。

寄附の活用事例

これまでの寄附金活用事業

2021年度の寄附件数は30,550件、寄附金額は約16.4億円でした。
たくさんのご支援をありがとうございました。
いただいた寄附金は、貴重な財源として、

神戸市のさまざまな事業に活用させていただいています。
活用事業の一部をご紹介いたします。

神戸歴史遺産を次世代に残したい！

重要伝統的建造物群保存地区　伝統的建造物
北野天満神社拝殿・本殿板塀修理工事

風見鶏の館のすぐ隣に鎮座する北野天満神社は、平安時代末期、平清盛の福
原遷都に際し、京都の北野天満宮より勧請して建てられたといわれていま
す。本殿の前に建つ拝殿は、1742（寛保2）年に建立されました。古くから住
民の信仰の対象だっただけでなく、境内を囲む玉垣には、開港後に北野町に
居住した外国人の名前も見られ、神戸らしさを表す神社といえます。
しかし、近年、拝殿や本殿を囲む板塀は、屋根瓦の劣化や木材の腐食が進行
していました。屋根の修理は瓦を外す必要がある大掛かりなものでしたが、
皆さまの多大なご寄附により、無事修繕工事を完了しました。これからも北
野地区のシンボルとして大切に守り続けていきます。

北野地区のシンボルが、安全にかつ美しくよみがえりました。

病と向き合う人々の「生きる」力を支える取り組みを応援したい

小児がんの子どもたちや家族を支援する
ファミリーサポート事業

神戸医療産業都市にある「チャイルド・ケモ・ハウス」は、小児がんをはじめと
した医療的ケアが必要な子どもたちとその家族が一緒に滞在できる施設で
す。高度医療機関に入院している患児の家族は、朝から患児に付き添い、夜に
ハウスに帰ってきて、食料品等を買いに行く暇もないような日々を過ごして
います。患児が辛い治療を乗り越えるためにも、家族へのケアは重要です。
みなさまからの温かいご支援により、滞在家族の憩いの場として「ファミ
リースペース」を整備し、悩み相談、食料・日用品等の物品提供、患児・きょ
うだいの遊びの支援等、患児だけでなく家族の生活面の支援にも継続して
取り組んでおります。今後も神戸医療産業都市では、人々の「生きる」力を支
える活動を続ける公益法人の取り組みを支援していきます。

自宅リビングのようにファミリースペースで遊ぶきょうだい

六甲山のこれからの100年を描きたい！

六甲山森林整備事業

六甲山では明治から植林が始められ、今では緑豊かな森林が回復していま
すが、土砂災害の防止や、二酸化炭素の吸収機能の増加などのためには、
枯木や高木の伐採などを行い、草木の成長を促す適切な森林整備などに持
続的に取り組んでいくことが大切です。
この度、みなさまからいただいたご支援は、六甲山を健全な森林として守っ
ていくため、これまでの整備効果の検証とそれらを踏まえた各種調査・研
究などに有効に活用させていただいております。
今後も、これからの100年を見据えた森林整備に取り組んでいきますので、
ご協力をよろしくお願いいたします。

100 年後も六甲山の緑豊かで健全な森林を守るためにすくすく大きくなって新しい飼い主の元へ
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     つの
ホームページで
お探しください

５５ 内容量
消費期限
配達期日
事業者
申し込み期限

冷蔵
冷凍

海と山に囲まれ、美しい景色が広がる神戸。

北野の異人館や旧居留地、日本最古の名湯・有馬温泉、

六甲山から見渡す1,000万ドルの夜景など、神戸ならではの観光エリアがたくさんあります。

そして、それぞれの場所や文化で培われてきた神戸ビーフや灘の酒、スイーツなどのグルメや、

こだわりの雑貨やファッションも見逃せません。

ぜひ、魅力あふれる街「神戸」をふるさと納税を通じてお楽しみください。

返礼品のご紹介

次ページからの凡例

※返礼品は寄附金額が変更になる場合や申込受付を終了する場合があります。
　最新の受付状況については、こちらのホームページでご参照ください。

日本三大和牛に名を連ねる、神戸
ビーフ。人肌で溶け出してしまうほど
のきめ細かい霜降りが特長。本当に
美味しい神戸ビーフをお届けします。

神戸ビーフ

飲料

お酒

神戸港開港のころより神戸の街で生
まれ育った洋菓子。長く愛される老
舗から新進気鋭のパティシエまで、
多彩なスイーツをご用意しています。

スイーツ
日本最古の温泉である有馬温泉、潮
風を感じながら神戸の美しい眺望を
楽しめる海沿いのホテル。抜群のロ
ケーションで贅沢な非日常を過ごし
ませんか。

旅行・おでかけ

名物の味噌ダレ餃子やハンバーグ、
カレーなど盛りだくさん！毎日の食
卓を賑やかにする神戸っ子オススメ
の逸品をどうぞ。

中華・洋食

ファッション都市神戸から、こだわり
の洋服、靴、真珠などをお届けします。
誰もが一度は憧れるとっておきの
品々に心躍ります。

ファッション

須磨のり、いかなご、ちりめんなど、
自然豊かな漁場である瀬戸内海から
美味しい海産物をお届けします。

海産物

匠の技が生み出す逸品や神戸を感じ
るグッズが勢ぞろい。持っているだけ
でステイタスを感じるような、スペ
シャルグッズを手に入れましょう。

雑貨・家具

喫茶店の元祖となるコーヒーハウス
が日本で初めて開店したのが神戸。
ほかのドリンクも香りや味わいの違
いをお楽しみください。

ノーベル賞公式行事で提供された日
本酒から神戸市産ブドウを100%
使った神戸ワインまで。あなたにぴっ
たりのお酒がきっと見つかります。

ふるさと
チョイス

楽天
ふるさと納税

ANAの
ふるさと納税 ふるなび

ふるさと
パレット
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神戸ビーフ
きめ細かく上品な甘みのある「赤身」、人肌で溶けるほどの
サシ(脂肪分)が細かく筋肉に入り込んだ「霜降り」。

世界の舌を魅了し続ける、極上の旨味と香りをお楽しみください。

KOBE Beef

   世界
の舌を魅了し続ける

神戸牛リブロースステーキ 200g×3、
神戸牛モモステーキ 150g×2
到着日より約2カ月
ご入金から2カ月以内 
旭屋 

神戸牛ステーキセット（リブロース
ステーキ、モモステーキ）

250g、牛脂、奄美大島のサンゴ塩
30日
ご入金から2週間以内
神戸牛専門店 神戸ぐりる工房

A5等級神戸牛　
やわらかサイコロステーキ

辰屋
神戸牛すき焼き／しゃぶしゃぶ用

神戸牛すき焼き／しゃぶしゃぶ用800g
発送から4日
ご入金から2カ月以内
神戸元町辰屋

神戸ビーフ 
もも・うですき焼き

（E0701-3）500g、（E0701-4）1kg
加工日から4日
ご入金から30日以内
神戸牛牧場

神戸ビーフ肩ロースとモモ（940g）
発送から14日
ご入金から2カ月以内 
大井肉店

神戸ビーフ 
肩ロースとモモのすき焼き用

A0100-6 100,000円

神戸牛モモ 100g×2枚計200g（B0020-26）、150g×2枚計300g（B0030-9）、
200g×2枚計400g(B0035-3）、200g×3枚計600g（B0050-27）
発送から4日
ご入金から2カ月以内 
神戸ビーフ館

神戸牛 柔らか赤身ステーキ

B0050-27 50,000円

B0020-26 27,000円

B0035-3 35,000円

D0701-2 14,000円

神戸牛サーロイン2.1kg
発送から4日
ご入金から2カ月以内 
神戸元町辰屋

辰屋
神戸牛サーロインブロック
（ステーキ／ローストビーフ用）

A0300-1 300,000円

A0050-10 50,000円

A0030-4 27,000円

神戸牛の霜降り切り落とし
極上すき焼き

400g
商品到着より2カ月
ご入金から2カ月以内 
神戸北野 旭屋精肉店

A0020-1 17,000円

ロースステーキ200g×3枚、モモステーキ150g×3枚、牛脂入り
発送から60日
ご入金から2カ月以内 
帝神畜産株式会社 黒と白や

A0100-9 100,000円

神戸ビーフステーキセット（ロースステーキ、モモ）

神戸牛ロース＆モモ150g 各1枚計300g(B0030-22）、100g各2枚（計400g）
（B0050-10）、150g各2枚（計600g）（B0075-1）、100g各4枚（計800g）（B0100-8）、
200g各4枚（計1.6kg）（B0200-1）
発送から4日　　　ご入金から2カ月以内 　　　神戸ビーフ館

B0030-22 27,000円

B0075-1 75,000円

B0200-1 200,000円

B0050-10 50,000円

B0100-8 100,000円

神戸牛 ステーキセット（ロース＆柔らか赤身）

肩すき焼き用（600g）
2週間
ご入金から2カ月以内 
太田家

太田家　
神戸牛 肩モモすき焼き用

A0020-40 20,000円

神戸市
神戸ビーフ特集へ

B0030-917,000円
寄附金額管理番号

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号寄附金額管理番号

金額 番号

金額

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

番号 金額

金額

番号400g

200g

E0701-3

E0701-4 35,000円

17,000円金額

金額

番号

番号1kg

500g

600g

300g

300g 400g

800g600g

1.6kg

ステーキすき焼き

神戸ビーフ　
肩ロースのすき焼き用

神戸ビーフ 肩ロース（1.2kg）
発送より14日間
ご入金から2カ月以内
大井肉店 

A0100-10 100,000円

最高級A5等級 神戸牛 
すき焼きセット

ロース、赤身、カルビ
すき焼きセット 600g（A0030-5）、
すき焼きセット 1,100g（A0050-12）
30日
ご入金から1カ月以内 
株式会社 グローイングコンセプション

A0030-5

A0050-12 50,000円

27,000円 寄附金額管理番号金額

金額

番号

番号1,100g

600g

（ 写真は1kg:E0701-4 ）（ 写真は1kg:E0701-4 ）

（ 写真は400g：B0035-3 ）（ 写真は400g：B0035-3 ）

（ 写真は600g：B0075-1 ）（ 写真は600g：B0075-1 ）
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神戸ビーフ　
もも・うで焼肉

500g
発送から4日
ご入金から2カ月以内 
神戸元町辰屋

神戸牛1年分として12商品の引き換え券（はがきは1年以内にご注文ください）
①神戸牛ハンバーグ160g×4個、②神戸牛すき焼き/しゃぶしゃぶ用ウデ・ウデみす
じ600g（3～4人前）、③神戸牛カレー430g（2人前）×2、④神戸牛ステーキロース＆モ
モ各100g2枚（計400g）、⑤神戸牛佃煮＆しぐれ煮セット、⑥神戸牛焼肉カルビ＆ラ
ムイチ600g（3～4人前）、⑦神戸牛コロッケ10個×2（計20個）、⑧神戸牛焼肉リブ
ロース600g（3～4人前）、⑨神戸牛ミンチカツ18個、⑩神戸牛すき焼き/しゃぶしゃぶ
用ロース・ウデみすじ600g（3～4人前）、⑪神戸牛ビーフジャーキー 40g×2、⑫神戸
牛ステーキサーロイン＆ヘレ各150g2枚
発行日より1年間有効
ひと月1商品として、1年分12商品でお届けいたします。1商品ごとにお届け日をご
指定いただけるハガキタイプの申込書を12枚お届けいたします
神戸ビーフ館

神戸牛サーロイン200g×2枚、
ウデスライス350g計750g
発送より4日間
ご入金から2カ月以内 
神戸ビーフ館

ステーキ250g×2枚、すき焼き1kg
2週間
ご入金から2カ月以内 
太田家

神戸牛サーロインステーキ 200g×4枚、
神戸牛ロースすき焼き 950g
発送から4日
ご入金から2カ月以内
株式会社 本神戸肉 森谷商店

600g
発送から60日
ご入金から2カ月以内 
帝神畜産株式会社 黒と白や

神戸牛焼肉（ロース芯、ヘレ、三角バラ、イチボ）各150g、
玉葱ポン酢、天然岩塩、ブラックペッパー
発送から4日
ご入金から2カ月以内 
神戸元町辰屋

500g、牛脂、奄美大島のサンゴ塩
30日　　ご入金から2週間以内 
神戸牛専門店 神戸ぐりる工房

400g
30日
ご入金から2週間以内
神戸牛専門店 神戸ぐりる工房

400g（200g×2）
発送から60日
ご入金から2カ月以内 
帝神畜産株式会社 黒と白や

神戸牛ウデ・ウデ三筋すき焼き肉800g、
湯浅醤油「角長」、三谷製糖「讃岐和三盆」、
菊池酒造「黒田庄」、神戸牛しゃぶしゃぶ
肉各300g（三筋、ロース、サーロイン）
発送から4日　　　ご入金から2カ月以内
神戸元町辰屋

60g
発送から45日
ご入金から2カ月以内 
神戸元町辰屋

神戸牛肉しぐれ60ｇ×2袋、神戸牛入り
牛肉ちりめん50ｇ×3袋
神戸牛肉しぐれ／常温120日　
神戸牛肉入り牛肉ちりめん／常温60日
ご入金から2カ月以内 
協和商事株式会社

辰屋
神戸牛専門店の贅沢まかない肉

神戸ビーフカルビ焼肉

神戸牛 玉手箱
赤身・希少部位6種

神戸牛1年定期便 12品

太田家 
神戸牛 肩ロースステーキ用＆すき焼き用

神戸牛 ステーキ＆すき焼きセット
（サーロイン、ウデスライス）

辰屋
神戸牛焼肉懐石

A5等級神戸牛
神戸ビーフ おまかせ焼肉セット

A5神戸牛 カレー・シチュー・
煮込み用角切り肉

神戸牛切り落とし肉

辰屋
神戸牛鋤焼＆しゃぶしゃぶ重セット 

神戸牛肉しぐれ煮詰合せ神戸牛ビーフジャーキー

神戸牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ
紅白食べくらべセット

神戸牛サーロインステーキ＆
ロースすき焼きセット

A0020-12 17,000円

A0020-13 20,000円
D0701-3 19,000円

神戸牛ロース＆ウデ各600g（計1.2kg）
発送から4日
ご入金から2カ月以内
神戸ビーフ館

B0100-9 100,000円

神戸ビーフのローストビーフ＆
焼き肉セット

ローストビーフ350g(ソース・洋わさび付)、
焼肉600g
発送から60日　　ご入金から2カ月以内 
帝神畜産株式会社 黒と白や

A0050-8 50,000円

A0100-2 100,000円

A0010-36 10,000円
D0701-1 8,000円

B0080-1 80,000円 A0100-21 100,000円

A0010-16 8,000円 C0020-1 18,000円

B0500-2 500,000円

管理番号A0200-3 200,000円

プレミアム2瓶、プレーン1瓶、カラシ
１瓶(1瓶120g入り)
製造日から3カ月(1～10℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内 
肉料理 かやま

そぼマヨ（牛そぼろマヨネーズソー
ス）プレミアム2瓶、プレーン1瓶、
カラシ１瓶詰め合わせセット

管理番号A0020-27 16,000円

A0200-2 200,000円

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号寄附金額管理番号

焼肉

使い方
いろいろ

神戸牛カタ肉（ミスジ・ウワミスジ・クリ）、神戸牛モモ
肉（ランプ・イチボ・マルシン）各60ｇ計360ｇ（玉手箱
A：C0025-3）/各80ｇ計480ｇ（玉手箱B：C0030-4）
出荷日より30日
ご入金から2カ月以内 　　株式会社 FCI

C0025-3 23,000円

C0030-4 30,000円

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

A

B

（E0701-1）500g、（E0701-2）1kg
加工日から4日
ご入金から30日以内
神戸牛牧場

E0701-1

E0701-2 35,000円

19,000円金額

金額

番号

番号1kg

500g

（ 写真は1kg:E0701-2 ）（ 写真は1kg:E0701-2 ）

（ 写真は玉手箱B:C0030-4）（ 写真は玉手箱B:C0030-4）
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江戸時代より代々受け継がれてきた職人の技で生み出される灘の酒。
さらに、六甲山麓を望むブドウ園から生まれる「神戸ワイン」や

クラフトビールなど、あらゆる美酒に酔いしれて。

日本酒
とワインやビールも

Alcohol

720ml×1本
365日
ご入金から2カ月以内 
神戸酒心館

720ml×1本
365日
ご入金から2カ月以内
神戸酒心館

大吟醸、純米吟醸、純米酒 御影郷 
720ml各1本
製造日より365日
ご入金から2カ月以内 
神戸酒心館

福寿
人気の飲み比べ日本酒セット
大吟醸・純米吟醸・純米酒

福寿　
純米吟醸 化粧箱入り

福寿　
純米大吟醸

720ml（木箱入・スリーブ付）×1本
製造年月より1年間（冷暗所もしくは冷蔵庫）
ご入金から2カ月以内
泉酒造株式会社

仙介
純米大吟醸原酒三割三分磨き

180ml×24本
製造日より目安360日
準備でき次第、順次発送
剣菱酒造

黒松剣菱180ml/24本セット

牛肉と最高のペアリング！日本酒
「牛と鉄板」のみくらべ2本セット

720ml×1本
準備でき次第、順次発送
株式会社 安福又四郎商店

「牛と鉄板 -STEAK-」、
「牛と鉄板-YAKINIKU-」720ml各1本
なし・ラベルに製造年月を表示
（常温保存可・直射日光を避けて保存）
準備でき次第、順次発送 
株式会社 安福又四郎商店

『ガラスの仮面』の世界を感じる…
日本酒「紅天女」

720ml × 1本（化粧箱付き）
準備でき次第、順次発送
株式会社 安福又四郎商店

大黒正宗
純米大吟醸　兵庫錦

D1008-2 22,000円

純米吟醸 山田錦 環和、
純米吟醸 HyogoSake85 720ml各1本
製造日より365日
ご入金から2カ月以内 
神戸酒心館

福寿
サステナブル日本酒セット/純米吟醸
山田錦 環和・HyogoSake85

D1008-1 14,000円

D1008-4 26,000円

A0020-10 11,000円

A0010-8 5,000円

D0808-6 10,000円

D0808-5 10,000円

大黒正宗 純米吟醸しぼりたて
（2018年・2017年）　720ml各1本
準備でき次第、順次発送
株式会社 安福又四郎商店

＜数量限定＞
「大黒正宗 純米吟醸しぼりたて」
2017・2018年 熟成のみくらべ

D0808-8 13,000円
D0908-2 19,000円

D0708-3 21,000円

1800ml（木箱入・スリーブ付）×1本
製造年月より1年間（冷暗所もしくは冷蔵庫）
ご入金から2カ月以内
泉酒造株式会社

仙介
純米大吟醸原酒三割三分磨き

D0708-2 45,000円

720ml（化粧箱入）×1本
製造年月より1年間（冷暗所もしくは冷蔵庫）
ご入金から2カ月以内
泉酒造株式会社

仙介
純米大吟醸

D0708-4 8,000円

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号寄附金額管理番号

日本酒

720ml×1本
灘浜福鶴像オリジナル手拭い×1枚
発送から60日
ご入金から2カ月以内
浜福鶴 吟醸工房

空蔵　
山田錦＋オリジナル手拭い

A0010-19 8,000円寄附金額管理番号
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六甲ビール6種セット

330ml×6本「BAYALE（ベイエール）」「BROWN ALE（ブラウンエール）」
「PORTER（ポーター）」「いきがり」「スサノオ」「熟」各1本
120日以内
ご入金から2カ月以内　　　アイエヌインターナショナル

神戸スパークリング（ロゼ・白辛）
セット

（ロゼ・白辛）720ml×各1本
冷暗所 （飲み頃温度：10℃以下）
ご入金から2カ月以内 
神戸みのりの公社

B0020-30 17,000円

B0010-26 12,000円

神戸ワイン「ベネディクシオン」

750ml神戸ワイン「ベネディクシオン」1本
（赤：B0015-2）、（白：B0015-3）
ご入金から2カ月以内 
神戸みのりの公社

1ケース（24本）（D1208-17）、24本×6カ月
（D1208-18）、24本×12カ月（D1208-19）
製造日より9カ月（常温）
（D1208-17）ご入金から１週間程度
（D1208-18）（D1208-19）1回目はご入金から
1週間程度、2回目以降は毎月末に発送
ヤタニ酒販株式会社

キリン 一番搾り 糖質ゼロ 
350ml缶【神戸工場産】

キリン のどごし生 
350ml缶【神戸工場産】

1ケース（24本）（D1208-5）、24本×6カ月
（D1208-6）、24本×12カ月（D1208-7）
製造日より9カ月（常温）
（D1208-5）ご入金から１週間程度
（D1208-6）（D1208-7）1回目はご入金から
1週間程度、2回目以降は毎月末に発送
ヤタニ酒販株式会社

キリン ラガービール 
350ml缶【神戸工場産】

キリン 本麒麟 
350ml缶【神戸工場産】

B0015-3 10,000円

B0015-2 10,000円

2ケース（48本）（D1208-8）、
48本×6カ月（D1208-9）
製造日より9カ月（常温）
（D1208-8）ご入金から１週間程度
（D1208-9）1回目はご入金から1週間程度、
2回目以降は毎月末に発送
ヤタニ酒販株式会社

キリン 淡麗 グリーンラベル 
350ml缶【神戸工場産】

D1208-8 24,000円

D1208-9 150,000円

D1208-17 16,000円

D1208-18 95,000円

D1208-19 190,000円

D1208-5 16,000円

D1208-6 95,000円

D1208-7 190,000円

IN THA DOOR BREWING　
瓶ビール６本セット

木漏れ日のムシメガネ、陽だまりのシュノー
ケル、黄昏のテレスコープ　720ml各1本
製造日より1年
ご入金から2カ月以内
白鶴酒造株式会社

720ml×1本
製造日より1年
ご入金から2カ月以内
白鶴酒造株式会社

720ml×1本
製造日より1年
ご入金から2カ月以内
白鶴酒造株式会社

720ml×1本
製造日より1年
ご入金から2カ月以内
白鶴酒造株式会社

720ml×1本
製造日より1年
ご入金から2カ月以内
白鶴酒造株式会社

720ml×1本
製造日より1年
ご入金から2カ月以内
白鶴酒造株式会社

大吟醸 雫酒 数量限定品、
純米大吟醸 斗瓶囲い 720ml各1本
製造日より365日
ご入金から2カ月以内
神戸酒心館

白鶴
翔雲 純米吟醸「白鶴錦」

白鶴
翔雲 純米大吟醸 自社栽培「白鶴錦」

白鶴
別鶴 3種セット

超特撰 白鶴
天空 袋吊り 純米大吟醸「みとせ」

超特撰 白鶴
天空 袋吊り 純米大吟醸「白鶴錦」

超特撰 白鶴
天空 袋吊り 純米大吟醸「山田錦」

福寿
プレミアム日本酒セット
純米大吟醸・大吟醸

720ml×１本
製造日より9カ月
ご入金から2カ月以内
櫻正宗記念館 櫻宴

櫻正宗
金稀 無濾過 純米大吟醸 三五

仙介
純米大吟醸原酒雫取り三割三分磨き

赤

白
寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

2ケース（48本）（D1208-2）、
48本×6カ月（D1208-3）
製造日より9カ月（常温）
（D1208-2）ご入金から１週間程度
（D1208-3）1回目はご入金から1週間程度、
2回目以降は毎月末に発送
ヤタニ酒販株式会社

2ケース（48本）（D1208-14）、
48本×6カ月（D1208-15）
製造日より9カ月（常温）
（D1208-14）ご入金から１週間程度
（D1208-15）1回目はご入金から1週間程度、
2回目以降は毎月末に発送
ヤタニ酒販株式会社

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

D1208-01 寄附金額管理番号

D1008-12 10,000円 D1008-11 20,000円D1008-13 30,000円 寄附金額管理番号寄附金額管理番号寄附金額管理番号

D1008-8 45,000円 D1008-9 45,000円 D1008-10 95,000円寄附金額管理番号寄附金額管理番号寄附金額管理番号

D1008-3 75,000円
D0708-1 75,000円

寄附金額管理番号
D1008-7 40,000円寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

1ケース

6カ月定期便

1年定期便

2ケース

6カ月定期便

D1208-14 22,000円

D1208-15 130,000円

金額番号

金額番号

2ケース

6カ月定期便

D1208-2 22,000円

D1208-3 130,000円

金額番号

金額番号

2ケース

6カ月定期便

1ケース

6カ月定期便

1年定期便

C0025-4管理番号

ビール
ワイン

720ml（木箱入・スリーブ付）×1本
製造年月より1年間（冷暗所もしくは冷蔵庫）
ご入金から2カ月以内
泉酒造株式会社

330ml×6本
製造日より1年間（5℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内 
インザドア合同会社

18,000円寄附金額

350ml 缶　24缶入 1ケース
発送から約180日
ご入金から１カ月以内
カネキ酒販株式会社

キリンビール 一番搾り生ビール
 350ml缶 【神戸工場産】

16,000円
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懐かしい
＆新しい美味しさ

有名スイーツ店が軒を連ねるお菓子のまち神戸。
そのスイーツにはいろいろな思いが込められています。

トラディショナルから新感覚のお菓子まで。お好みのスイーツを探して。

スイーツ
Sweets

ゴンチャロフ
プロミネントアソート

モロゾフ 
ファヤージュとアルカディアの
お菓子セット

ファヤージュ（36枚入り）、アルカディア（345g）
製造日から240日
ご入金から2カ月以内 
神戸市外国語大学消費生活協同組合

パティスリートゥーストゥース　
焼菓子詰め合わせ

神戸フランツの人気4商品 
神戸居留地セット

「神戸魔法の壷プリン」4個、
「神戸半熟チーズケーキ」5個、
「神戸苺トリュフ」90g、神戸居留地の石畳8粒
「神戸魔法の壷プリン」発送から60日
「神戸半熟チーズケーキ」発送から60日
「神戸苺トリュフ」発送から60日 
「神戸居留地の石畳」発送から30日
ご入金から2カ月以内 　　
神戸フランツ

焼菓子×84個入
製造日より150日
ご入金から2週間以内
ゴンチャロフ製菓

フィナンシェ、サブレノワゼット、サブレココ
（D1110-7）焼菓子15個、内容量：350g
（D1110-8）焼菓子30個、内容量：705g
製造日より45日　　ご入金から2カ月以内
株式会社 ポトマック

マドレーヌ等焼き菓子10点詰め合わせ
（季節によって写真の内容から変わる場合があります）
発送から25日
ご入金から2カ月以内
ボック

ボックサン
神戸洋藝菓子 found～ファウンド～

ル・パン神戸北野
コフレカセットＡ

焼菓子9種
製造日から30日以内
ご入金から2カ月以内 
ラスイートグループ

瀬戸内レモンケーキ6個入
神戸開港150年記念缶
製造日より14日以内
ご入金から2カ月以内 
ラスイートグループ

ル・パン神戸北野
瀬戸内レモンケーキ 

パティスリーグレゴリー・コレ 
キャッツポウ ギフトボックス

キャッツポウコンビ×1本・キャッツポウ
メープル×1本　
発送から30日
（直射日光、高温多湿を避けて保存）
ご入金から2カ月以内 
株式会社 ジイ・エイ・エイ（パティスリーグ
レゴリーコレ）

観音屋　
デンマークチーズケーキ

デンマークチーズケーキ（70g）
6個（D0910-16）、8個（D0910-17）、10個（D0910-18）、12個（D0910-19）
発送日含めて7日　　ご入金から2カ月以内 　　観音屋

A0020-22 18,000円

ラスク神戸セレクションセット
～波の魔法箱～

プレーン＆チョコチップショコラ20枚入
｛各10枚入（2×5袋）｝プレーン20枚入
（2×10袋）アールグレイ20枚入（2×10袋）
メイプル20枚入（2×10袋）ストロベリー
20枚入（2×10袋）
45日　　
ご入金から2カ月以内
あなたを幸せにする甘い魔法～神戸モリーママ

A0020-3 11,000円

A0020-2 11,000円

B0050-24 18,000円
A0030-6 24,000円B0010-45 7,000円

D0810-5 6,000円

D0910-16 8,000円

D0910-18 13,000円

D0910-17 10,000円

D0910-19 16,000円

神戸プリン

プリン78g、カラメルソース6g
6個（D1210-4）、10個（D1210-5）、15個（D1210-6）
製造日から4カ月、出荷日から59日(直射日光、高温多湿な場所を避けて保存)
ご入金から2カ月以内 　　株式会社神戸ブランド

D1210-4 6,000円 D1210-5 9,000円

D1210-6 13,000円

A0015-3 10,000円

神戸凮月堂
ゴーフルデュオ・グーテ

（D0910-14）ゴーフル12枚（バニラ、ストロベリー風味、チョコレート3枚入×4袋）、
ゴーフル・オ・グーテ12枚（紅茶・コーヒー各3枚入×各1袋、抹茶3枚入×2袋）、
（D0910-15）ゴーフル21枚（バニラ、ストロベリー風味、チョコレート3枚入×7袋）、
ゴーフル・オ・グーテ21枚（紅茶・コーヒー各3枚入×各2袋、抹茶3枚入×3袋）
製造日より180日（直射日光や高温多湿な場所を避けて常温で保存）
ご入金から2カ月以内 　　　　株式会社 神戸凮月堂 

D0910-14 10,000円 D0910-15 18,000円

D1110-7 10,000円

D1110-8 18,000円

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

6個

10個

8個

12個

金額番号 金額番号6個 10個

金額番号15個

D30 D50金額番号 金額番号

15個

30個

金額番号

金額番号
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プレミアム・カルテット（バターサンド）6個
冷凍保存1カ月、冷蔵解凍後1週間
ご入金から2カ月以内 　　Penheur

フランス仕込みのレシピ 
焼き菓子セット

焼き菓子×12個
発送から20日(高温多湿をさけて保存)
ご入金から2カ月以内
レオニダス＆ガトーエモア神戸岡本店

パティスリー リッチフィールド
スイーツの街神戸から 神戸クッキー

バター、チョコチップ、アマンド、マカダム、ショ
コラ（各2枚：D0910-22）（各4枚：D0910-23）
発送から30日
(直射日光、高温多湿な場所を避けて保存)
ご入金から2カ月以内
パティスリー リッチフィールド

レーブドゥシェフ　
焼きたての美味しさを詰め込んだ
クッキーギフト

18枚入（D1210-01）、36枚入（D1210-02）
（パルミエ・ごまクッキー・バニラクッキー・
ピスタチオクッキー・アーモンドサブレ・アー
モンドクランチ・メープルクッキー・ココア
クッキー・カフェクッキー・ヘーゼルクッキー・
フルルフランボ・ライフクッキー・ガレット）
製造日を含めて90日、出荷後30日
ご入金から2カ月以内　   レーブドゥシェフ

ネコちゃんクッキーをメインに魚、肉球、王
冠、ハート等の形をしたクッキー35個入
発送より21日（常温）
ご入金から2カ月以内 
神戸ハイカラ

神戸ハイカラ
CAT缶 ver.2

【ハナカヌレ】、【おつまみカヌレ】、【キャラ
メルBOX】、レザーウッドハニーを使用し
たフロランタンをトッピングしたカヌレ3個
【カヌレ・ド・フロランタン】
冷凍保存1カ月、冷蔵解凍後5日間
ご入金から2カ月以内　　　Penheur

神戸Penheur
カヌレ＆生キャラメルの
コンプリートセット

さまざまなカヌレ60個セット（木箱×1箱）
冷凍保存1カ月、冷蔵解凍後1週間
ご入金から2カ月以内　　
Penheur

神戸Penheur
アフタヌーンティーBOX＜木箱入り＞

定番と季節のカヌレの甘いデザート系の
お味8種【ハナカヌレ】
甘じょっぱいお味のカヌレ8種【おつまみ
カヌレ】　
冷凍保存1カ月、冷蔵解凍後1週間
ご入金から2カ月以内　　
Penheur

【ハナカヌレ】、【おつまみカヌレ】、
茶葉6種とフルーツ6種の味と香りの生
キャラメル12種各1個【キャラメルBOX】
冷凍保存1カ月、冷蔵解凍後1週間
ご入金から2カ月以内　　
Penheur

神戸Penheur
カヌレ＆生キャラメルセット

神戸Penheur
北野カヌレセット

ワンちゃんクッキーをメインに骨、肉球、
花、ハート等の形をしたクッキー36個入
発送より21日（常温）
ご入金から2カ月以内 
神戸ハイカラ

神戸ハイカラ　
DOG缶 ver.2

E0810-8 9,000円 E0810-9 9,000円

D1110-6 30,000円

D1010-10 21,000円
D1010-9 16,000円D1010-7 10,000円

グラモウディーズ 
ベーシックマカロン

マカロン12個入り（シシリアンピスタチオ、ニューヨークチーズケーキ､チョコレー
トバナナ､ストロベリーホワイトチョコレート、カリビアンチョコレート､ショコラ
キャラメルサレ､カシスチョコレート、ウジマッチャ、ゼスティーユズ､ベリーベリー
ベリー、ヘーゼルナッツミルクチョコレート､ミラノティラミス）
発送から30日（－18℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内 　　グラモウディーズ

A0015-6 13,000円

D1010-4

D1010-5 15,000円

D1210-01 10,000円

D1210-02 15,000円

D0910-22 6,000円

D0910-23 10,000円

食べる理由があるチョコ「Re:You」
タブレットチョコレート

6個（D1010-4）、12個（D1010-5）
（搾りたてミルク・バニラ・宇治抹茶・ラムレー
ズン・スイスショコラ・ゆず・完熟マンゴー・
フランボワーズ・ブルーベリー・朝採り苺・
白桃＆サンギーヌ・カシスオレンジ・丹波栗・
秋の実りのぶどう・山形洋なし・ティラミス）
※内容はレーブドゥシェフにてチョイス
約半年
ご入金から約2カ月以内 　   レーブドゥシェフ

9,000円

パティスリー リッチフィールド
バウム・焼菓子セット

レーブドゥシェフ
「農林水産大臣賞」受賞
シェフのアイス

C0010-11 8,000円寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

6個入

12個入

金額番号

金額番号

ギフトA

ギフトB

金額番号

金額番号

10枚入

20枚入

金額番号

金額番号

D0910-24 6,000円寄附金額管理番号

神戸咲く咲くチップス(R) 詰合せ

6袋／太秋柿チップス（20g）、給食野菜チッ
プス(25g)、丹波咲々黒大豆（20g）、フルー
ツミックス（20g）、須磨のりチップス
（25g）、じゃがいも（のりしお）（25g）
製造日より90日(直射日光を避け冷暗所で保存)
ご入金から2カ月以内 
神戸咲く咲くHarmony株式会社

C0010-8 7,000円寄附金額管理番号

ブランチバウム(ソフト）1本、サブレ（ショコ
ラ）1枚、くるみクッキー1個、ガレット1個
ブランチバウム：発送から14日／焼菓子：
発送から30日（長時間、高温多湿を避け保存）
ご入金から2カ月以内 
パティスリー リッチフィールド

BAUM u. BAUM 
バウムクーヘン カットバウム

12個（箱サイズ：T340×W185×H50mm）
発送より30日（25度以下常温保存）
ご入金から2カ月以内 
BAUM u. BAUM

D0910-4 10,000円寄附金額管理番号

トッピングチョコレート「ビター・ルビー」
各1枚+おまかせ1枚
製造日より90日間（直射日光・高温多湿な
場所を避け冷暗所で保存）
2022年11月以降に順次お届け
ロスゼロ

D0910-2 14,000円寄附金額管理番号

神戸養蜂場 クインビーギフト

パウンドケーキ10個、クッキー 4個、
フィナンシェ 3個、マドレーヌ2個、
クルミクッキー 2個、フロランタン2個
製造日より14日間
（直射日光を避け常温で保存）
ご入金から2カ月以内
株式会社 トーマス

A0020-36 17,000円寄附金額管理番号

神戸Penheur
レーズンバターサンド
プレミアム・カルテット

D1010-8 12,000円寄附金額管理番号

アノヒアノトキ　
オリジナルクッキー缶 8種入り

160ｇ（ブルー：D1010-16B）、（ピンク：D1010-16P）、
（イエロー：D1010-16Y）
製造日より40日(直射日光、高温多湿な場所を避けて保存)
ご入金から約1週間以内　　　株式会社ブレイブリー

D1010-16B 10,000円

D1010-16P 10,000円

D1010-16Y 10,000円

（E0710-6）ジェラート120ｍl×6個/ ①六甲プレミアムミルク ②ありまサイダ－ 
③塩マスカルポーネきんかん香る甘酒仕立て ④シチリア産ピスタチオ ⑤濃厚ショ
コラ ⑥季節のジェラ－ト
（E0710-7）ジェラート120ｍl×9個/ ①六甲プレミアムミルク ②ありまサイダ－ 
③塩マスカルポーネきんかん香る甘酒仕立て ④シチリア産ピスタチオ ⑤濃厚ショコラ 
⑥抹茶和三盆 ⑦自家製焦がしキャラメル ⑧⑨季節のジェラ－ト
※時季により一部内容が変わる場合がございます
ご入金から2カ月以内　　　（一社）有馬温泉観光協会

行列のできる有馬温泉湯本坂のジェラート詰め合わせ

E0710-6 10,000円
ブルー

ピンク

金額番号

金額番号

イエロー 金額番号

寄附金額管理番号 E0710-7 15,000円寄附金額管理番号
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栗蒸し羊羹

1本
冷凍で製造から2週間
ご入金から約2カ月以内
くり松

栗のムースと和栗を求肥で、一つずつ丁寧に手作業で包みこんだ、もちもちの大福の上
に、選び抜いた香り豊かな和栗を特製のモンブランクリームにしてかけ流しています。
冷凍で製造から2週間
ご入金から2カ月以内
くり松　

くり松千本

D1110-3 5,000円

A0010-23 8,000円

A0020-31 18,000円

D1010-14 7,000円 D1010-15 9,000円

お茶アイス6種類の詰め合わせセット100ml
6個（A0010-23）、12個（A0020-31）
玄米茶、焙じ茶、抹茶★1、抹茶★3、
抹茶★5、抹茶プレミアム 各1個と各2個
発送から約365日
ご入金から2カ月以内 
お茶の味萬

神戸発専門店が作ったお茶のアイス
クリームセット

Arrow Tree
彩りフルーツのタルト
（チーズ＆ヨーグルト）

Arrow Tree
木苺のチョコタルト

ユーハイム本店オリジナル　
アッフェルバウム

パティスリー リッチフィールド　
六也バウムクーヘン

パティスリーグレゴリー・コレ 
アントルメショコラ

L’AVENUE 
ORIGINE KOBE オリジンコウベ

L’AVENUE 
TERRINE CHOCOLAT 
テリーヌショコラ

ユーハイム本店限定　
バウムクーヘンセット

カカオ栗テリーヌ

直径15cm
30日(－18℃以下で保存)
解凍開始後、冷蔵保存24時間 
ご入金から2カ月以内 
Arrow Tree

直径15cm
30日（－18℃以下で保存）
解凍開始後、冷蔵保存24時間
ご入金から2カ月以内 
Arrow Tree

本店オリジナルアッフェルバウム×1個
総重量目安：650g
製造日より14日
ご入金から2カ月以内 
ユーハイム

プレーンL （直径15cm×高さ9.5cm）
発送から14日（長時間、高温多湿を避け保存）
ご入金から2カ月以内 
パティスリー リッチフィールド

直径12cm×高さ約5cm／ 1台、ナッツ・
ショコラのオーナメント、ロウソク付属
発送から冷凍で30日、解凍後冷蔵で1日             
ご入金から2カ月以内 
株式会社 ジイ・エイ・エイ（パティスリーグレ
ゴリーコレ）

1個
製造日より10日間（要冷蔵10℃以下で保管）
ご入金から2カ月以内
L’AVENUE

1個
製造日より14日間（直射日光・高温多湿を
避け涼しい場所で保管）
ご入金から2カ月以内
L’AVENUE

本店オリジナルアッフェルバウム×1個
マイスターの手焼きバウム×１個
総重量目安：1,300g
製造日より14日
ご入金から2カ月以内 
ユーハイム

1本
冷凍で製造から２週間
ご入金から2カ月以内 
くり松

寄附金額管理番号

6個入

12個入

金額番号

金額番号

6個入 9個入金額番号 金額番号

A0030-28 24,000円寄附金額管理番号

D1010-20 8,000円 D1010-6 16,000円 D0810-6 15,000円寄附金額管理番号 寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

D0910-7 10,000円
D0910-6 10,000円

寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

D1110-1 8,000円寄附金額管理番号

D0910-20 12,000円寄附金額管理番号D0810-2 9,000円寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

夢の浮橋

柔らかい御餅と黄奈粉の香りがする和菓子 
12本入
発送から30日間（－18℃以下で保存）
ご入金から1週間以内
御菓子司 虎屋吉末

D0810-9 6,000円寄附金額管理番号

みるく、抹茶 各4個入 2箱
発送から45日（長時間、高温多湿を避け保存）
ご入金から2カ月以内 
パティスリー リッチフィールド

パティスリー リッチフィールド 
丹波みるく黒豆萬 （洋風まんじゅう)

D0910-21 13,000円寄附金額管理番号

登録商標「樽形煎餅」

樽形煎餅27袋（54枚入）／角樽箱入り
発送から60日間
（直射日光・高温多湿を避け保存）
ご入金から1週間以内 
御菓子司 虎屋吉末

D0810-8 10,000円寄附金額管理番号

御影雪月花・庵月 もなか詰合せ

17個／御影雪月花12個（4組）、庵月5個
発送から7日間（25℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内 
常盤堂

C0015-5 10,000円寄附金額管理番号

台湾カステラケーキ アソート

台湾カステラケーキ／プレーン・クリーム
×各種1、台湾カステラカップデザート／
いちご・マンゴー・抹茶・ほうじ茶×各種1
発送から30日（－18℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内 
株式会社 ベル（神戸ベル）

D0703-1 12,000円寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

冷凍タルト5号サイズ3種各1個
（木苺のタルト、チョコレートのタルト、スフレチーズケーキ）
発送から14日※スフレチーズケーキは30日（－18℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内　　
株式会社 ハット・トリック

ア・ラ・カンパーニュ タルト3種セット

D0810-1 9,000円

チーズセンシス 330ｇ×1
発送から30日（－18℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内 
株式会社ベル（神戸ベル）

CHIZ SENSES ～チーズセンシス～
Four Layers Cheesecake

D0910-1 12,000円

5号サイズ1個入り
発送から30日（－18℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内 
株式会社 ハット・トリック

ア・ラ・カンパーニュ
「フランシュフロマージュ」

A0010-40 6,000円寄附金額管理番号
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飲 料
「神戸のカフェでほっと一息」そんな気持ちにさせてくれる、

美味しくて心地よいドリンク。
お気に入りのグラスにいれて、特別なリラックスタイムを。

   ほっと一息の幸せ

Drink

豆または粉（挽いた状態）をお選びください。オリジナル・ブレンド100g ／オリジナ
ル・ビター 100g ／オリジナル・マイルド100g ／クラシック・ブレンド100g ／クラ
シック・ビター 100g ／クラシック・マイルド100g
製造日より6カ月
ご入金から2週間以内
萩原珈琲株式会社

神戸・萩原珈琲の炭火焙煎コーヒーギフト

2L×10本入×1カ月(D0909-1)、2L×10本入×3カ月(D0909-2)、
2L×10本入×6カ月（D0909-3）、2L×10本入×12カ月（D0909-4）
製造日より5年（常温）
ご入金から2カ月以内
神戸こだわり特産品

神戸ウォーター 六甲布引の水 2L

250ml 24本入×1カ月(D0909-8)、250ml 24本入×3カ月(D0909-9)、
250ml 24本入×6カ月（D0909-10）、250ml 24本入×12カ月（D0909-11）
製造日より1年
ご入金から2カ月以内
神戸こだわり特産品

神戸ウォーターレモネード 250ml

D0909-12VP 16,000円

D0909-3 50,000円

D0909-4 100,000円

D0909-1 9,000円

D0909-2 25,000円

D0909-10 160,000円

D0909-11 350,000円

D0909-8 27,000円

D0909-9 80,000円

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

10本入

3カ月定期便

6カ月定期便

12カ月定期便

24本入

3カ月定期便

6カ月定期便

12カ月定期便

①365日（中煎り・マイルドタイプ）②GIFT
（中深煎り・香ばしい苦み）③KOCHI（深煎
り・ビタータイプ）④いろどり（浅煎り・フ
ルーティー）⑤カフェインレス（化学薬品
不使用カフェインレス）各8g×3袋
製造日より1年（直射日光、高温多湿を避けて保存）
ご入金から2カ月以内
株式会社 LANDMADE

コーヒーバッグ5種アソートセット

B0011-1 10,000円寄附金額管理番号

MILD BITTER 各8g×5袋
製造日より1年
（直射日光、高温多湿を避けて保存）
ご入金から2カ月後
株式会社 LANDMADE

KOBE COFFEE BAG

B0007-1 7,000円寄附金額管理番号

＆ EARL GREY アールグレイティー
5種セット

グリーンルイボスアールグレイ（3g×6p）、
緑茶アールグレイ（3g×6p）、
ほうじ茶アールグレイ（3g×6p）
ジャスミンアールグレイ（2.5g×6p）、
キーマンアールグレイ（2.5g×6p）
製造日より1年 （高温多湿を避けて常温で保存）
ご入金から2カ月以内
株式会社 キャセリンハウス

C0010-22 10,000円

＆ EARL GREY アールグレイティー
5種セット プレミアム

グリーンルイボスアールグレイ
（3g×16p）、緑茶アールグレイ（3g×16p）、
ほうじ茶アールグレイ（3g×12p）、ジャス
ミンアールグレイ（2.5g×14p）、キーマン
アールグレイ（2.5g×14p）
製造日より1年 (高温多湿を避けて常温で保存)
ご入金から2カ月以内
株式会社 キャセリンハウス

C0030-3 27,000円

神戸紅茶 More Cup of Tea 
4種詰め合わせギフト

ロイヤルダージリン（2.7g×7p）
モルティーアッサム（2.7g×7p）
アールグレイオレンジリッチ（2.5g×7p）
ストロベリーガーデン（2.5g×7p）
製造日より730日
（直射日光、高温多湿を避けて保存)
ご入金から2カ月以内
神戸紅茶株式会社

D0109-2 9,000円寄附金額管理番号 寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

コーヒー 3種 各100ｇ（豆のまま:C0010-3）
（中挽き:C0010-2）（生豆原産国：コスタリ
カ・エチオピア・コロンビア等）
（C0010-3）発送から3カ月 、
（C0010-2）発送から1カ月（開封後は冷暗
所に保管し、お早めに召し上がりください）
ご入金から2週間以内
カフェ ラヴニール

神戸マイスターのコーヒー
3種詰め合わせ

C0010-3 7,000円金額番号豆のまま

C0010-2 7,000円金額番号中挽き

（E0909-1）24本×1箱
（E0909-2）24本×2箱
製造日より半年
ご入金から7日以内（土日祝除く）
阪神酒販株式会社

アサヒ飲料 
おいしい水 天然水 六甲 600ml

E0909-1 10,000円金額番号24本

E0909-2 17,000円金額番号48本

（E0909-5）24本×1箱
（E0909-6）24本×2箱
製造日より半年
ご入金から7日以内（土日祝除く）
阪神酒販株式会社

アサヒ飲料 ウィルキンソン 
タンサン レモン 500ml【炭酸水】

E0909-5 金額番号24本

E0909-6 金額番号48本

（E0909-3）24本×1箱
（E0909-4）24本×2箱
製造日より半年
ご入金から7日以内（土日祝除く）
阪神酒販株式会社

アサヒ飲料 ウィルキンソン
タンサン 500ml【炭酸水】

E0909-3 10,000円金額番号24本

E0909-4 17,000円

10,000円

17,000円金額番号48本
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中華・洋食
港町神戸は多国籍な美食が集まります。
和洋中にエスニックなどよりどりみどり。
各国の料理でテーブルを華やかに彩ります。

港町・神戸
ならではの多国籍

Grocery

マカロン餃子28g×12個
（国産タケノコ、いか、梅、チーズ×2
柚子、和牛すじ、ポテト×2、紫蘇、キムチ×2）
製造日より1カ月（冷凍庫で保管）
ご入金から2カ月以内 
大鳳餃子

冷凍生餃子（18g×80個）
製造日より1年間（冷凍）
ご入金から2カ月以内 
株式会社 イデアコーポレーション

神戸に半世紀、地元精肉店が作る
自家製焼き豚

神戸っこ餃子20個入り×4袋、秘伝の味噌ダレ20g×4袋
3カ月
ご入金から約2カ月以内 
元祖「ぎょうざ苑」（神戸餃子専門店）

マカロン餃子神戸餃子楼 冷凍生餃子

神戸っこ餃子セット 1.5kg入り

D0911-2 7,000円

焼豚 350g×2
発送より30日
ご入金から2カ月以内 
神明精肉店

B0010-70 7,000円

デパ地下の中華総菜専門店「四陸」
人気の中華5種セット

エビチリソース150g、酢豚170g、野菜たっ
ぷり八宝菜150g、青椒牛肉絲150g、
鶏とカシューナッツ150g×各2
製造日より180日
ご入金から2カ月以内 
株式会社 フーズパレット

D1011-15 22,000円

創業七十余年受け継がれてきた
神戸「東天閣」自慢の頂湯ふかひれ麺

スープ320g×2、中華めん80g×2
30日
ご入金から2カ月以内 
中国菜館 東天閣

C0030-5 24,000円

餃子16g×100個（50個×2袋）、
特製味噌だれ50g×4個
製造日より150日
ご入金から約1週間以内
ギョーザ専門店イチロー

ギョーザ専門店イチロー
神戸味噌だれ餃子

D1011-18 10,000円

トマトソース 180g×2食、ボロネーゼソース 
200g×2食、オイルソース 180g×2食、
パスタ生麺 120g×6食
送付日より約30日間
ご入金から2カ月以内     神戸Days Kitchen

人気店の味！
3種のパスタソースと生パスタ付き

C0010-38 6,000円

A0020-4 10,000円

100年前のビーフカレー（200g）、100時間かけたビーフカレー（200g）、牛すじぼっ
かけ（80g）、クラムチャウダー（160g）、淡路島たまねぎのオニオンスープ（160g）、
ミネストローネ（160g）、カニのトマトクリームソース（130g）、兵庫県産バジルの
ジェノベーゼソース（80g） 各2個、計16個 
100年前のビーフカレー・100時間かけたビーフカレー・牛すじぼっかけ／製造日より2年、 
クラムチャウダー・淡路島たまねぎのオニオンスープ・ミネストローネ・カニのトマトクリー
ムソース・兵庫県産バジルのジェノベーゼソース/製造日より1年（高温、多湿を避け常温で保存）
ご入金から2カ月以内　　エム・シーシー食品株式会社

神戸ＭＣＣ ふるさとアソート
C0020-22 14,000円

ハンバーグ8食入り
商品出荷より14日間
ご入金から2カ月以内
大井肉店

神戸ビーフと三田ポークを使った
煮込みハンバーグ（8食入り）

ビーフの旨みハンバーグデミグラスソース
（180g）×2P、ベーコン巻きやわらか煮込み
のロールキャベツ（210g）×2P、桜島どり
と4種きのこのクリーム煮込み（190g）×2P
合計6パック
発送日より360日 　 ご入金から2カ月以内
株式会社 ロック・フィールド

ロック・フィールド 
３種類の煮込み料理セット

D1011-12 15,000円

チキンカレー（250g）、ベジタブルカレー（250g）、
プレーンナン 1枚、ウコンライス （200g）
製造日より6カ月(－18℃以下で保存)
ご入金から2カ月以内 
株式会社 アールティージャパン

神戸アールティー 大盛り
インドカレーお試しセット

バターチキンカレー 180g×6食
発送から約30日間（冷凍保存）
ご入金から2カ月以内
株式会社 ROMAN CREATE

人気店の味！バターチキンカレー
神戸Days Kitchen

C0010-1 7,000円

レトルトカレー（200g／1箱）×2箱、
カレーのためのウスターソース、スパイシー
なホットフレーバーソース 100ml×各1本
商品ラベルに記載
ご入金から2カ月以内 　　マンドリルカレー

マンドリルの華麗なるソースと
レトルトカレーのセット

B0010-49 5,000円A0010-38 6,000円

5食分
2カ月
ご入金から2カ月以内
スープ＆カレー Emmy’s

芳醇ワイン香る
神戸牛すじビーフシチュー

1袋200g×3
発送から60日
ご入金から2カ月以内 
帝神畜産株式会社 黒と白や

100％神戸ビーフすじ肉をじっくり
煮込んだ神戸ビーフスジカレー

A0010-5 10,000円

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

A0020-35 16,000円寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

A0020-15 17,000円寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

寄附金額管理番号 A0010-17 10,000円寄附金額管理番号

神戸牛ハンバーグ／170g固形量（ハンバーグ
100g・野菜30g)×2、神戸牛カレー／210g×2
発送から90日（－18℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内
株式会社 ファインフーズ

レンジで簡単　
神戸牛ハンバーグ＆カレー

D0711-12管理番号 18,000円寄附金額管理番号
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Seafood

海産物
神戸の海で水揚げされた新鮮な海産物をはじめ、

普段のご飯をランクアップしてくれる
旨味をお送りします。

   海のめぐ
みを味わう

神戸中央卸売市場 
目利きのプロが厳選 ちりめんじゃこ

一番摘み須磨のり

神戸いかなごくぎ煮・神戸ちりめんセット 贅沢三昧

ちりめんじゃこ（500g×1）
発送から14日（要冷蔵10°C以下で保存）
ご入金から2カ月以内
岡本水産商業株式会社

神戸いかなごくぎ煮（3種）各150g いかなごくぎ煮、いかなごくぎ煮（くるみ入）、
いかなごくぎ煮（ピリ辛）／神戸ちりめん（2種）各150g ちりめん、ちりめん佃煮
くぎ煮・ちりめんの佃煮 約2カ月、ちりめん 約3週間
ご入金から2カ月以内
神戸市漁業協同組合

味付須磨のり(板海苔7枚8切56枚)×4本
焼須磨のり(板海苔7枚8切56枚)×2本
塩須磨のり(板海苔6枚8切48枚)×2本
製造日より180日（常温・直射日光・高温
多湿を避けて保存）
ご入金から2カ月以内
須磨のりの河昌

15,000円D0711-4

20,000円A0020-19

C0010-36 7,000円

黒毛和牛のビーフコロッケ3個入り(200g)×1P、
海老カツレツ2個(140g)入り×1P、トマトソー
スで味わう蟹クリームコロッケ(186g)2個入り
×2P、北海道産とうもろこしのプチクリーム
コロッケ(180g)6個入り×1P　合計5パック
発送より240日　　ご入金から2カ月以内
株式会社 ロック・フィールド

ロック・フィールド 海老カツと
3種コロッケのセット

D1011-13 15,000円

パテ、ド、カンパーニュ（100g×2）、播州百日鶏
のパテ（100g×2）、豚肩ロース肉の厚切り岩
塩焼きハム（150g×2）、赤いうま辛ソーセージ
160g（4本）、白い香草ソーセージ160g（4本）、
黒いペペロンチーノソーセージ160g（4本）
製造日より180日
ご入金から2カ月以内           有無有限会社

おうち de バル KOBE 
おとな肉セット

C0030-6 27,000円

ダニエルさんのフィンガーフード

バジリコサーモン巻、仔牛の西洋わさび添
え、白身魚ロール、パプリカムース平目の
ハーブ漬け添え、森のきのこのテリーヌ、海
老のズッキーニ包み、サーモンのタルタル、
ロブスターと地鶏のポプリ8種×4 計32個
発送から90日（－18℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内 
株式会社 神戸ファインフーズ

A0040-6 40,000円

鱒いくら醤油漬け生ずわいがに ハーフポーション 

12個入り(1個あたり約30～35g)
発送から45日(－18℃以下で保存)
ご入金から2カ月以内 
神戸ビーフ館

神戸牛 ミンチカツ

B0010-57 7,000円

80g×10個
発送から60日
ご入金から2カ月以内 
神戸ビーフ館

神戸牛コロッケ

B0010-40 7,000円

だいずデイズ 有機蒸し大豆（100g×10袋）
製造日より180日（直射日光・高温を避け、
できるだけ涼しい所で保存）
ご入金から2カ月以内 
株式会社マルヤナギ小倉屋

だいずデイズ　有機蒸し大豆

A0010-35 8,000円

蒸し大豆（90g×10）蒸しサラダ豆（65g×10）
製造日より180日（直射日光・高温を避け、
できるだけ涼しい所で保存）
ご入金から2カ月以内 
株式会社マルヤナギ小倉屋 

おいしい蒸し豆 蒸し大豆・
蒸しサラダ豆　2種セット

A0010-32 8,000円

もも唐揚げ（醤油味300g)、むね唐揚げ（醤油
味360g)、かた唐揚げ（柚子胡椒マヨ味300g）
発送から60日(－18℃以下で保存）
ご入金から2カ月以内          揚匠しげ盛

国産若鶏唐揚げ３種食べ比べ
（お手軽レンチンセット）

A0025-1 17,000円

神戸 四季彩セット

本玉（約450g）、の巻（伊達巻）（約180g）、
枝豆出巻（約160g）、明太出巻（約160g）、
磯巻（約150g）、鰻巻（約160g）各1パックずつ
本玉／ 45日、枝豆出巻、明太出、磯巻、鰻巻
／30日、の巻／14日（冷蔵5℃以下で保存）
※ご到着より7日間は賞味期限あり
ご入金から2カ月以内 　　　
株式会社 山田製玉部

D1211-6 14,000円

神戸串乃家 串揚げセット

D0711-10（海老、ポークヒレ、神戸牛、羽衣チーズ、鳴門金時、射込蓮根、ポークロール）
×各2本、（洋風蒸し、鶏むね肉白葱）×各4本、三種タレ付
A0040-5（踊り海老、白身魚、いか、羽衣チーズ、鳴門金時、射込蓮根）×各4本
（海老、洋風蒸し、ポークヒレ、鶏むね肉白葱、神戸牛）×各2本 他5種×各2本、三種タレ付
D0711-11（踊り海老、白身魚、いか、羽衣チーズ、鳴門金時、射込蓮根）×各6本、
（海老、洋風蒸し、ポークヒレ、鶏むね肉白葱、神戸牛）×各4本、他5種×各2本、三種タレ付
A0040-5、D0711-11共通：他５種について4月～ 9月（オクラ＆豚、ヤングコーン＆神戸牛、
きす芳香巻き、海鮮蒸し、穴子牛蒡）10月～ 3月（牡蠣、磯辺餅、道明寺蒸し、銀杏、ゆり根）
出荷日より90日　　　ご入金から2カ月以内　　　株式会社ファインフーズ

D0711-10 18,000円 A0040-5 40,000円

D0711-11 55,000円

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

管理番号 寄附金額

寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

金額番号 金額番号

金額番号

16種44本

16種66本

9種22本

辛子明太子400ｇ＋旨ダレ50g×1袋
製造日より＋8カ月と末日
ご入金から2カ月以内
かねふくめんたいパーク神戸

辛子明太子 大腹

10,000円寄附金額D0805-3管理番号

ボイルずわいがにサイドカット

800g
製造日より2年
ご入金から5営業日以内
朝日共販株式会社 関西事業所

18,000円寄附金額E0904-1管理番号

（E0904-10）700g、（E0904-9）1.2kg
製造日より2年
ご入金から5営業日以内
朝日共販株式会社 関西事業所

（E0904-12）250g、（E0904-13）500ｇ
（250g×2）、（E0904-14）1kg（250g×4）
製造日より2年
ご入金から5営業日以内
朝日共販株式会社 関西事業所

E0904-12 7,000円

E0904-13 13,000円

E0904-15 26,000円

250g

500g

金額番号

金額番号

E0904-10 19,000円

E0904-9 23,000円

700g

1.2kg

金額番号

金額番号

1kg 金額番号
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General goods&Furniture

雑貨・家具
デザイン都市神戸らしいアーティスティックな雑貨や
船家具からの歴史を持つハンドメイドの神戸家具まで！

神戸スタイルの逸品が揃います。

   こだわり
の逸品を

銀製 ゴルフマーカー×ハット
クリップセット

TEN TO SEN
日本製 自動巻き腕時計

ファミリア　神戸ノートセット Panasonic　IH調理器

品番：KZ-PH34-K(ブラック)
大きさ：本体:幅30.4×奥行34.5×
高さ5.4（cm）
質量：本体:約2.5kg
消費電力：75W相当～ 1400W
メーカー 1年保証
ご入金から1ヶ月以内
パナソニックコンシューマーマーケティ
ング株式会社

バッグ、クリアファイル、リングノート、
ふせん×各１
ご入金から10日以内
株式会社ファミリア

1升瓶ミニチュアフィギュアボトル：18本
コンプリート台：1台
ご入金から約2カ月以内
株式会社リュウズ

六甲山のヒノキの無節材で作った
オリジナルのキッズチェア。
W300×D310×H355（mm） 
座面の高さ190mm
天然木のため直射日光はお避けください
ご入金から2カ月以内
SHARE WOODS

色えんぴつ500色（1ケース20色入り×25
ケース）、ペンケース、情報カード等
ご入金から2カ月以内
株式会社 フェリシモ

ペーパーコードキッズチェア

E0719-20 55,000円

B0110-1 100,000円
D1218-1 55,000円

500色の色えんぴつ（一括お届け）

A0200-6 200,000円

E0819-2 60,000円

パンパース 肌へのいちばん
超吸収スリムパンツ
【ファミリア限定デザイン】

六甲山牧場のチーズ（2種）＆羊の毛刈りぬいぐるみ＆入場券セット

神戸チーズ（120g×1個）、マイルドスモークチーズ（120g×1個）、
羊の毛刈りぬいぐるみ（1頭）、六甲山牧場入場券（大人2枚）
神戸チーズ：製造日より50日、マイルドスモークチーズ：製造日より150日（チーズ／ 10℃以
下で要冷蔵）　※入場券は発送から半年間有効
受注後10日以内に発送
神戸みのりの公社

20,000円D1011-7

ミニチュアグラウンドマンホール 
神戸市王子動物園タイプ

灘五郷の銘酒ミニチュアフィギュア
ボトル 「灘ガチャ」コンプリートセット

本体サイズ：縦44mm×横38mm(リュウ
ズ含まず)×厚10.7mm、
ダイヤルサイズ：38mm、重さ：134ｇ
防水：10気圧防水、ムーブメント：自動巻き
下記5色（ケース×ダイヤル）からご選択。
①シルバー×グレー
②シルバー×ブルー
③ブラック×ブラック
④シルバー×ブラック
⑤シルバー×ホワイト　
保証期間：2年
ご入金から2カ月以内
エスピービー株式会社

ハットクリップ:重量 約9.2g、厚み 約7.4mm
縦幅 約22.2mm、横幅 約19.9mm
マーカー :重量 約8.5g、厚み 約2.7mm、
縦幅 約23.7mm/横幅 約23.7mm
ご入金から2カ月以内
DAgDART/ダグダート

本物のマンホール鉄蓋を約1/3.5に縮小し
た観賞用。
ミニチュアグラウンドマンホール 1枚
ご入金から3カ月以内
株式会社 荒木製作所

A0100-5 85,000円管理番号 寄附金額D1120-2VP 170,000円管理番号 寄附金額 C0050-1 50,000円管理番号 寄附金額

管理番号 寄附金額管理番号 寄附金額

E0919-2 20,000円管理番号 寄附金額

管理番号 寄附金額
管理番号 寄附金額

管理番号 寄附金額

寄附金額管理番号

ポロ型チェア

永田良介商店を代表するアイコニックな
小椅子。
High type ／W430xD465xH805（SH410) 
mm、Low type ／W430xD465xH755
（SH360）mm（カラー 10色から選択）
お届けまで2～3カ月
永田良介商店

D0721-13VP 550,000円管理番号 寄附金額

フロアスタンド

60年以上前から製作され続けているフロ
アスタンド。Φ570×H1650
お届けまで2～3カ月
永田良介商店

D0721-15 1,500,000円管理番号 寄附金額

ソファオーダーチケット 1枚【1回分】。3つ
のソファタイプ×3つのサイズ×61種類の
生地から組合せを選択し549通りのデザイ
ンバリエーションの中から選択。
クーポン発行より1年間
寄附完了後メールにてクーポンを発行します
永田良介商店

カスタムオーダーソファ

D0721-17 2,000,000円管理番号 寄附金額

下記3サイズからご選択。
Mサイズ168枚（42枚×4パック）
Lサイズ136枚（34枚×4パック）
XLサイズ128枚（32枚×4パック）
製造日より3年
2022年12月下旬より順次発送いたします
ビジネスマート株式会社

IKONIH（アイコニー）
桧のおもちゃ ミニキッチン

IKONIH（アイコニー）
StudySet スタディセット

無塗装の神戸市産ヒノキを使用。お子さま
の成長に合わせて高さ（天板高）が5段階
調節できるキッズデスクと3段階調節でき
るキッズチェアのセットです。
デスク 幅700×高545×奥400（mm）
チェア 幅372×高470×奥350（mm）
ご入金から2カ月以内
有限会社新宅善廣商店

遊んだ後はお片付けができる本物そっくり
のミニキッチン。
幅305×高210×奥245（mm）
ご入金から2カ月以内
有限会社新宅善廣商店

C0075-1 70,000円 D0818-6 160,000円

IKONIH （アイコニー）
MechanicSet  整備士セット

55のパーツから３台の車を組み立てるこ
とができる知育玩具(23×21×85cm 
1300g）、ST認証/CE認証 取得品
ご入金から2カ月以内
有限会社新宅善廣商店

D0818-8 60,000円 管理番号 寄附金額管理番号 寄附金額 管理番号 寄附金額
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ファッション
言わずと知れたファッションのまち神戸。

こだわりの靴やテーラーのお仕立てなど、特別な逸品を揃えました。
ずっとあなたに寄り添う神戸のファッションです。

Fashion

わたし
だけの一着を手に入れて

神戸シューズ
超軽量防水シューズ（ローファー）

カラー／ブラック、サイズ／24.5～27.0cm
からお選びください。
ご入金から2カ月以内
株式会社 三国製靴

FOOTANブランド
本革小銭入れ・カードケース

カラーを選択／ブラック、チョコ、レッド、ブラウン
ご入金から2カ月以内
株式会社 キャプサー

NIKKE1896 
最高級オーダースーツ お仕立券

オーダースーツ お仕立券1枚
お仕立て券発行日から1年間
ご入金から約10日以内
株式会社 ニッケテキスタイル NIKKE 1896

特選 あこや真珠ペンダント

珠種：あこや真珠／珠サイズ：8.0mm／長さ：
全長約45cm（長さ調整可）／チェーン:K18
ゴールド／付属品:ケース、お手入れ布、保証
書（お名前をお入れする場合は備考欄に記入）
ご入金から2週間以内
大洋真珠株式会社

Akoya Sommelier Badge 
（アコヤ ソムリエ バッチ）

数量／1個、サイズ／約2.7×2.5cm、
素材／アコヤ真珠、Silver
ご入金から2カ月以内
水木真珠

7.5-8ミリ、80センチ、１本
ご入金から2カ月以内
中山貿易株式会社

alto. 一枚革トートバッグ（Ｌ）

サイズ(約)：横39cm／縦34cm／マチ
11cm、重さ：約750g、素材：牛革、仕様：
内ポケット／オーブンポケット×2、ハンドル
(約)：高さ／8～20cm（4段階調節）、長さ
／27 ～45cm（穴3cm刻み尾錠で調節）
ご入金から2カ月以内
株式会社 レスデザイン

元オリンピックマラソン選手愛用！ 
職人の手作り やわらかメンズ
シューズ WWING 紳士靴

24.5～28.0cmから選択
カラー／ヴィンテージブラック・ヴィンテージブ
ラウン・ヴィンテージキャメル・ワインから選択
甲高・幅広の方は普段より0.5cm大きいサイズ
がおすすめです
ご入金から2カ月以内
株式会社 ベル（やさしい靴工房 Belle ＆ Sofa）

alto. スマートリュック 
AMSB-1144（ネイビー）

サイズ：横26cm、縦34cm、マチ9cm／
素材：牛革（ヘビータンニンレザー、ヌメ革）、
6号帆布／カラー：ネイビー／日本製
ご入金から2カ月以内
株式会社 レスデザイン

神戸お仕立服「お仕立補助券」
（1万円、5万円、10万円、15万円、20万円、30万円、40万円、50万円）

お仕立補助券 
1万円（D0920-3)、5万円（D0920-4）、10万円（D0720-4）、15万円（D0720-5）、
20万円（D0720-6）、30万円（D0720-7）、40万円（D0720-8）、50万円（D0720-9）
生地選び、スタイル決め、採寸、仮縫補正：石田洋服店（神戸市東灘区向洋町中）
チケット発行日から1年間　　ご入金から約1週間以内　　有限会社 石田洋服店

世界に一足だけ
女性靴の木型を手掛け53年、老舗木型メーカーが作るギフトにも
使えるパンプスオーダーチケット

パンプス1足／オーダーチケット
チケット発行日から1年間
お申し込み後、オーダーチケットおよび案内書を送付
神戸レザークロス株式会社 gauge（ゲージ）担当

日本産アコヤパールロングネックレスA0050-5 35,000円

A0010-22 10,000円

C0550-1 550,000円

A0050-18 100,000円

D0820-10VP 45,000円
A0050-13nv 55,000円

神戸タータン
カシミヤマフラー

1枚（カシミヤ100％　サイズ巾30cm×長さ
164cm＋フリンジ両側に各8cm）
ご入金から2カ月以内
株式会社 アレス

A0050-7 35,000円

D0720-12 130,000円

C0080-1 80,000円
C0065-1 60,000円

Alike 長財布（L字ファスナー）
CW111

サイズ：W190×H90×D20mm
素材：牛革／日本製
ご入金から約1週間
STUDIO KIICHI

A0100-1 65,000円

抱っこ紐リュック 
pomochi simple

本体生地：倉敷帆布11号、
カラーを選択／ブラック・グレー
ご入金から2カ月以内
pomochi

C0040-4 35,000円

D0720-4 350,000円

D0720-6 700,000円

D0720-8 1,350,000円

D0720-5 500,000円

D0920-3 35,000円 D0920-4 170,000円

D0720-7 1,000,000円

D0720-9 1,700,000円

管理番号 寄附金額 管理番号 寄附金額

管理番号 寄附金額

管理番号 寄附金額

管理番号 寄附金額 管理番号 寄附金額

管理番号

管理番号 寄附金額

寄附金額

管理番号 寄附金額

期

寄附金額寄附金額管理番号 寄附金額管理番号

寄附金額管理番号
寄附金額管理番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

10万円 15万円

金額番号 金額番号1万円 5万円

30万円

50万円

20万円

40万円

D0820-1BL番号ブラック

D0820-1BR番号ブラウン

D0820-1GR番号グリーン

D0820-1WN番号ワイン

70,000円金額

70,000円金額

70,000円金額

70,000円金額
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旅行・おでかけ
日本最古の温泉「有馬温泉」や人気のベイサイドのホテルなど、

魅力的な旅がいっぱい！
神戸スタイルを感じるスペシャルな旅に出かけましょう！

Travel

日常からのプチトリップ

神戸市観光・ホテル旅館協会会員施設で使える施設利用券（約60カ所）
1万円相当（B0034-1）、3万円相当（B0100-14）、6万円相当（B0200-4）
発送後、翌月から6カ月
毎月15日締め月末発送、翌月から6カ月間有効の券を発送
（一財）神戸観光局

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド 
ご宿泊ペアVIPご招待券（朝食付）

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド
エグゼクティブルーム・1泊2名様 朝食付き
※除外日：GW・お盆・年末年始 その他指定し
　た期間
発送から6カ月       ご入金から2カ月以内
ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド

有馬温泉で感じる芸妓文化
（ランチ付き）

芸妓カフェ「一糸」利用券（利用時間90分、
ランチ、お飲み物付き）
発行日から1年間
ご入金から2カ月以内 
有馬温泉観光協会

有馬温泉「欽山」＜平日限定＞ 
1泊2食付・2名様ご宿泊券

大人2名様ご宿泊券：平日限定・西館6階
客室ご利用・1泊2食（夕食・朝食）付
チケット発行日から1年間
ご入金から2カ月以内
株式会社 欽山

兵衛向陽閣 ペアご宿泊券
（神戸牛特選会席料理をお部屋食で）

ペアご宿泊券
発行日から1年間有効
ご入金から2カ月以内
兵衛向陽閣

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 
ホテルギフトチケット（20,000円相当）

ホテルギフトチケット1,000円分×20枚
チケット発行日から3年間
ご入金から2カ月以内
神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

有馬温泉・宿泊施設利用優待券（1万円、3万円、6万円）

有馬温泉宿泊・施設利用優待券1万円相当（B0035-5）、
3万円相当（A0100-16a）、6万円相当（A0200-7a）
発行日から1年間有効
ご入金から2カ月以内
有馬温泉観光協会

神戸市観光・ホテル旅館協会 Kクーポン（1万円、3万円、6万円）

寄附先自治体に1泊以上するJTB商品にご利用いた
だけます
3,000円相当（JTB01）、15,000円相当（JTB02）、
30,000円相当（JTB03）、150,000円相当（JTB04）
お礼の品注文日から2年間（旅行終了日まで）
ご入金確認後、メール送付
株式会社 JTB

JTBふるさと納税旅行クーポン（3,000
円、15,000円、30,000円、150,000円）

B0035-5

A0100-16a

A0200-7a

35,000円

100,000円

200,000円

A0200-4 210,000円

B0050-30C 55,000円

C0070-3 70,000円

B0034-1 35,000円

B0100-14 100,000円

B0200-4 200,000円

JTB02

JTB03

JTB04

JTB01

50,000円

100,000円

10,000円

500,000円

有馬温泉「有馬グランドホテル」
「中の坊瑞苑」 中の坊ギフトクーポン

10,000円×2枚
有効期限なし
ご入金から2カ月以内 
株式会社 中の坊

C0070-1 70,000円

神戸ポートピアホテル エグゼクティ
ブフロア スイートルームご宿泊券

エグゼクティブフロア スイートルーム
ご宿泊券 2名1室 朝食付き
宿泊券送付日から6カ月
ご入金から1カ月以内 
神戸ポートピアホテル

A0400-1 400,000円

神戸みなと温泉 蓮 ペア宿泊券
（シーサイドデラックス／夕朝食付）

神戸みなと温泉 蓮
シーサイドデラックス 1泊2食付（1室2名様）
※除外日：GW・お盆・年末年始 その他指定し
　た期間
※小学生未満のご宿泊は、ご遠慮をいただいて
　おります
発送から6カ月　　　ご入金から2カ月以内 
神戸みなと温泉 蓮

A0200-5 210,000円

ホテル セトレ 神戸・舞子
ホテルペア宿泊券 （1泊朝食付）

2名様 
※除外日：GW・お盆・年末年始 その他指定
　した期間
発行日から1年間
ご入金から1週間以内
ホテル セトレ 神戸・舞子

D1016-4 85,000円

銀水荘兆楽 ペア宿泊券

クーポン券1枚 ※ご宿泊は平日限定
チケット発行日から1年間 ご宿泊は平日限定
ご入金から2カ月以内 
銀水荘 兆楽

C0170-1 170,000円

月光園鴻朧館ご宿泊券

2名様ご宿泊券
平日限定（2名1室／お部屋での夕食・朝食付き）
ご利用は平日限定／発行日より6カ月有効
ご入金から2カ月以内 
有馬温泉 月光園鴻朧館

C0190-1 190,000円
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寄附金額管理番号

寄附金額管理番号寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号寄附金額管理番号
管理番号 寄附金額

管理番号 寄附金額

管理番号

管理番号

管理番号

寄附金額

寄附金額

寄附金額

管理番号

管理番号

管理番号

寄附金額

寄附金額

寄附金額

管理番号

管理番号

管理番号

寄附金額

管理番号 寄附金額

寄附金額

寄附金額

D0716-3 350,000円寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

E0715-3 350,000円寄附金額管理番号

1万円相当

3万円相当

6万円相当

1万円相当

3万円相当

6万円相当

3千円相当

1万5千円相当

3万円相当

15万円相当

PEANUTS HOTEL 
宿泊ギフトチケット

30,000円分の宿泊チケット
発行日から1年間
ご入金から2カ月以内
ピーナッツ ホテル

D1115-1 110,000円寄附金額管理番号
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フランス料理付きコンチェルト
クルージングチケット（ディナー）

神戸ハーバーランド・モザイク前を出航し、
明石海峡大橋手前をターンして戻ってくる、
約2時間の神戸港クルージング
（19：30～ or 17：15 ～）
発行日から6カ月間有効
ご入金から2カ月以内　　　   コンチェルト

神戸アンパンマンこどもミュージアム入館チケット

神戸アンパンマンこどもミュージアム入館チケット
2枚セット（D1116-1）、3枚セット（D1116-2）
チケット発行日から1年間
ご入金から2カ月以内
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール

D1116-1

D1116-2

15,000円

22,000円

チケット1枚 （会計の合計金額からチケット1枚あたり2,000円の割引）
「ふるさとOnePlate」の加盟店
【事前予約必須】
ヴィラブランシュ、ジュエンヌ、すしうえだ、大井（店内レストランに限る）、カセント、
カラーオブタイム、大陸風、東天閣、弓削牧場（店内レストランに限る）
【事前予約不要】
ガーデンパタジェ須磨離宮、コドモベーカリー、弓削牧場（物販に限る）、ラヴニュー
発行日から翌年の12月31日まで
ご入金から1週間以内
ALL ONE POINT株式会社

ふるさとOnePlate
（神戸市内の加盟飲食店で至極の一品が楽しめるチケット）

B0010-66 10,000円

A0040-3 45,000円「神戸みなと温泉 蓮」
日帰り天然温泉利用券

神戸みなと温泉 蓮
日帰り天然温泉利用券（1名様）
発送から6カ月
ご入金から2カ月以内
ラスイートグループ

王子動物園グッズ＆年間パスポート

王子動物園年間パスポート、年2回発行の機関
紙、B2サイズのカレンダー、手帳型ダイアリー、
飼育員や獣医からの年賀状を年1回お届け
寄附から1年間有効
ご入金から2カ月以内
神戸市

5000円分のお食事・お買い物券、500円券
×10枚（C0020-15）、10000円分のお食事・
お買い物券500円券×20枚（C0035-2）
発行月から6カ月後の月末
ご入金から2カ月以内
南京町商店街振興組合

南京町お食事・お買い物券
（5,000円、10,000円）

A0015-1 11,000円

AQUARIUM × ART átoa
入場引換券

AQUARIUM×ART átoa 
2名様入場チケット（D1216-1）、
3名様入場チケット（D1216-2）
発行日から６カ月
ご入金から2カ月以内
AQUARIUM×ART átoa

B0010-1 10,000円

神戸市立海づり公園
ご招待券（4時間分）

神戸市立海づり公園ご招待券（4時間分） 1枚
発行日より1年間
ご入金から2カ月以内 
神戸市立平磯海づり公園

B0005-9 4,000円

六甲山アスレチックパーク GREENIA等施設チケット

（D0816-6）大人（中学生以上）1名様分
六甲山アスレチックパークGREENIA入場券、自然体感展望台 六甲枝垂（しだ）れ入場券、
六甲ケーブル往復+六甲山上バス1日フリー券付き
（D0816-5）大人（中学生以上）2名様分
六甲山アスレチックパークGREENIA入場券、自然体感展望台 六甲枝垂（しだ）れ入場券
翌年の最終営業日（通常は11/23ごろ）まで
※最終営業日により、有効期間が1年に満たない場合があります
ご入金から約2カ月以内　　　六甲山観光株式会社

「神戸サウナ＆スパ」
ご利用チケット2枚セット

「サウナ＆スパご利用チケット」2枚セット
※1枚につき1名様利用
チケット発送日から1年間
ご入金から2カ月以内 
神戸サウナ＆スパ

C0020-4 18,000円

神戸菊水 レストラン ディナー
ペアチケット

ディナーチケット2枚
「季節を感じていただける逸品コース」と
「お肉をメインとした豪華なコース」
2つのコース料理からお選びいただけます
チケット発行日から1年間
ご入金から2カ月以内 
神戸菊水株式会社

C0065-2 60,000円

ホテル ラ・スイート
神戸ハーバーランド　
レストランディナー券

レストラン「ル・クール神戸」または
鉄板焼「心」でのディナー (2名様)
発送から6カ月
※クリスマス、年末年始など イベント実施時
　はご利用いただけません
ご入金から2カ月以内 
ホテルラスイート神戸ハーバーランド

A0100-13 100,000円

神仙閣 神戸の中華料理 
フルコース ペアお食事券

A0100-17 100,000円

灘の酒蔵で神戸ビーフと日本酒
ペアリングを楽しむ ペア食事券

神戸ビーフしゃぶすき特別会席×2名様
蔵出しの日本酒を会席料理とペアリング
×2名様、お土産のお酒×2名様分
チケット発行日から6カ月
ご入金から2カ月以内 
株式会社 神戸酒心館

D1116-4 140,000円

松廼家 神戸牛ステーキ
懐石コース（1日2組限定）

D0916-12 110,000円

IDEA銀座 厳選 神戸牛ステーキ 
ディナーコース ペアチケット

D0916-4 240,000円

人間ドック＆宿泊パック

D0816-6 16,000円 D0816-5 23,000円

大人1名分 ※ご利用券を発送
人間ドック／神戸市中央区北野町 新神戸
ウェルネスクリニック
ご宿泊施設／（D0916-7）ANAクラウンプラ
ザホテル神戸、（D0916-8）有馬六彩
発送より1年　　ご入金から2カ月以内 
新神戸ウェルネスクリニック

D0916-7 200,000円

D0916-8 220,000円

C0020-15 17,000円

C0035-2 35,000円

管理番号 寄附金額

寄附金額管理番号寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

2名様／神仙閣フルコースお食事券
約1時間半～ 2時間
1年間有効
ご入金から2カ月以内 
神仙閣 神戸店

寄附金額管理番号

寄附金額管理番号

御食事券／おひとり様
懐石コース 約3時間
チケット発行日から6カ月
ご入金から2カ月以内 
松廼家 MATSUNOYA

寄附金額管理番号

2名様分ペアチケット
※チケットをお送りします
チケット発行日から1年間
ご入金から2カ月以内 
株式会社イデアコーポレーション

寄附金額管理番号

管理番号

管理番号

寄附金額

寄附金額

管理番号 寄附金額

管理番号 寄附金額

管理番号 寄附金額

金額番号 金額番号ANA

有馬

金額番号

金額番号

金額番号

金額番号

2枚セット

3枚セット

5千円

1万円

D1216-1 16,000円金額番号2名様

D1216-2 24,000円金額番号３名様

1名 2名


