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ふるさと納税返礼品をリニューアルします 

～ふるさと納税で“魅力”を発掘～ 

 本市では、川崎の魅力ある資源を発掘、再確認し、市内外へ発信することを通じて、本市を応援

してくれる方を増やすとともに、地元経済の活性化に資するため、ふるさと納税制度に取り組んで

います。

このたび、民間専用サイトに掲載する「返礼品」のリニューアルを 10月 1日（木）に行います。
市外の寄附者の皆様には、お礼の品として、「観る」「体験する」「味わう」の各分野で、「川崎なら

では」や「川崎らしさ」を体感していただける品物 209品をご用意しております。

１ 民間専用サイト

・株式会社トラストバンク「ふるさとチョイス」

https://www.furusato-tax.jp/city/product/14130
 ・株式会社ＪＴＢ「ふるぽ」

https://furu-po.com/lg_goods_list.php?id=141305#intro

２ リニューアル掲載日時 

   令和２年 10月 1日（木）正午

３ 返礼品数及び事業者数

・新規返礼品 49品、新規事業者 15事業者
（「観る」2品、「体験する」22品、「味わう」25品）
・返礼品総数 209品、事業者総数 72事業者
（「観る」35品、「体験する」63品、「味わう」111品）

４ 新たな返礼品の追加について 

１０月からは継続して、事業者から新たな返礼品の申込みを

受け付けており、毎月登録してまいります。

５ 配布資料

・ふるさと納税返礼品一覧（令和２年 10月新規追加分）資料１
・ふるさと納税返礼品一覧（既存登録分）資料２

問合せ先 

川崎市財政局財政部資金課 土浜 

044-200-2187

川崎フロンターレ/2020応援パック

ＳＮＥＸＴ/final平面磁界型ヘッドホン

東海道 BEER川崎宿工場/クラフトビール

（新規返礼品の一例）



（単位：円）
NO 分類 事業者名 品名 寄附額
1 観る 株式会社川崎フロンターレ 2020川崎フロンターレ 応援パック 17,000
2 観る カワスイ 川崎水族館 カワスイ 川崎水族館ペアチケット 14,000
3 体験する 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「ディナーブッフェペアお食事券（スイーツお土産付き）」 30,000
4 体験する 東海道GLASS 切子体験 12,000
5 体験する 東海道GLASS ガラス切子講座３回 50,000
6 体験する 東海道GLASS ガラス切子講座（全11回） 140,000
7 体験する 東海道GLASS オリジナル切子グラス「研」 90,000
8 体験する 東海道GLASS オリジナル切子グラス「東海道」 150,000
9 体験する 有限会社 NENGO HOTELS 川崎日進町「アートリノベーション宿」宿泊券 3,000円券×3枚 30,000
10 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 川崎で楽しむクリスマスディナーコース（グラスシャンパン＋グラスワイン赤or白付き）1組2名様【12月23日】 100,000
11 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 川崎で楽しむクリスマスディナーコース（グラスシャンパン＋グラスワイン赤or白付き）1組2名様【12月24日】 100,000
12 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 川崎で楽しむクリスマスディナーコース（グラスシャンパン＋グラスワイン赤or白付き）1組2名様【12月25日】 100,000
13 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 ワインフルボトル付きコーナールームご宿泊（1泊ご朝食付き）1組2名様 240,000
14 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 ワインフルボトル付きスイートルームご宿泊（1泊ご朝食付き）1組2名様 300,000
15 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 ワインマリアージュ付きディナーブッフェ1組2名様 70,000
16 体験する SNEXT株式会社  nal フラッグシップイヤホン A8000 400,000
17 体験する SNEXT株式会社  nal AFDS平面磁界型ヘッドホン D8000 1,000,000
18 体験する SNEXT株式会社  nal ハイレゾイヤホン E1000C 6,000
19 体験する SNEXT株式会社  nal ハイレゾイヤホン E3000C 11,000
20 体験する SNEXT株式会社  nal ３Dオーディオイヤホン E500 5,000
21 体験する SNEXT株式会社 ag 完全ワイヤレスイヤホンTWS03R (ｶﾗｰ:ｸﾘｰﾑ､ｸﾞﾘｰﾝ､ﾌﾞﾗｯｸ､ﾌﾞﾙｰ､ﾓﾓ､ﾚｯﾄﾞ) 11,000
22 体験する SNEXT株式会社 ag 完全ワイヤレスイヤホン TWS04K 30,000
23 体験する 今野工業 株式会社 オーブン燻製機 110,000
24 体験する さつまいも掘体験 6,000
25 味わう 株式会社 泉屋東京店 <泉屋>寿クッキーズ 5,000
26 味わう 株式会社 泉屋東京店 7,000
27 味わう 株式会社 泉屋東京店 10,000
28 味わう 株式会社 泉屋東京店 18,000
29 味わう 株式会社熱源 防空壕きくらげセット 11,000
30 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 おやつ便A 季節の焼菓子＆ジャムの詰め合わせ 17,000
31 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 おやつ便B 季節の焼菓子＆ジャムの詰め合わせ 10,000
32 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 宮前区産 新鮮卵のマドレーヌ 8個入り 5,000
33 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 宮前区産 新鮮卵のマドレーヌ 12個入り 7,000
34 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 宮前区産 新鮮卵のマドレーヌ 20個入り 11,000
35 味わう 株式会社 新世 かわさき餃子舗の会・餃子みそ、餃子20個セット 7,000
36 味わう 株式会社 新世 かわさき餃子舗の会オールスターセット 10,000
37 味わう 株式会社 新世 かわさき餃子舗の会 餃子みそ、カシューナッツセット 8,000
38 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 神奈川県産りんご「涼香の季節」のクリスマスアップルパイ 10,000
39 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル 少人数向け「おせち一段重」 50,000
40 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「和食・洋食・中華のおせち三段重」 135,000
41 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「クリスマスシュトーレン」 10,000
42 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「スイーツおせち二段重」 55,000
43 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「クリスマスブーツの焼き菓子詰め合わせ」 10,000
44 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテルクリスマスケーキ「ブッシュ・ド・ノエル」 20,000
45 味わう 東海道BEER川崎宿工場 6,000
46 味わう 東海道BEER川崎宿工場 クラフトビール6本セット（定番4本と限定ビール2本） 12,000
47 味わう 東海道BEER川崎宿工場 18,000
48 味わう 東海道BEER川崎宿工場 クラフトビール15本セット（定番4種×3本と限定ビール3本） 30,000
49 味わう ムーンライト株式会社 9,000

ふるさと納税返礼品一覧表(１０月新規追加分)

資料１



5,100ポイント(参考寄附額：17,000円)と交換可能数量： 1

★この自治体は最少金額5,000円から、1,000円単位での寄附を受
け付けております。

お礼の品を受け取らず寄附のみ行う

【Lサイズ】 2020 川崎フロンターレ 応援パッ

ク

容量 ユニフォーム：Lサイズ

( 身長172～178cm / チェスト 94～98cm )

タオルマフラー：

約H200×W1,100mm

配送方法 常温配送

管理番号 BD10-NT

発送期日 順次配送

このお礼の品は現在お申し込みができません。

寄附をしてポイントのみ貯める

とても便利なポイント制とは？

神奈川県川崎市のお礼の品概要

応援の必需品2020 1stユニフォームとタオルマフラーがセットになった応援パック。

ふるさと納税だけの限定販売!

※タオルマフラーはランダムでのお渡しとなります

【商品に関するお問合せ先】

事業者　：川崎フロンターレ

連絡先　：0570-000-565

事業者情報

事業者名 川崎フロンターレ

連絡先 0570-000-565

営業時間 10:00～18:00

定休日 土日祝およびホームゲーム等の翌月曜除く

/1| [ ]

2020/09/28https://furu-po.com/L G/choice_goods_preview.php?id=702630

民間専用サイト　参考掲載イメージ



300,000ポイント(参考寄附額：1,000,000円)と交換可能

数量： 1 ★この自治体は最少金額5,000円から、1,000円単位での寄附を受
け付けております。

お礼の品を受け取らず寄附のみ行う

final フラッグシップモデル　平面磁界型ヘッド

ホン D8000

容量 ヘッドホン本体、ヘッドホンスタンド、3.5mmミニ

プラグ(1.5m) / 6.3mm標準プラグ(3m)

賞味期限 なし

配送方法 常温配送

管理番号 DC02-NT

発送期日 順次配送

このお礼の品は現在お申し込みができません。

寄附をしてポイントのみ貯める

とても便利なポイント制とは？

神奈川県川崎市のお礼の品概要

自社工場を川崎に立ち上げ、ドライバー（スピーカー）の開発/設計から、製造/販売まで全て自社でコントロール

し、常に高い品質を追求するオーディオブランドfinal（ファイナル）のフラッグシップヘッドホンです。従来の

ヘッドホンでは実現が難しかった、伸びやかで繊細な高域と自然で広がりのある低域の両立を実現。一音一音の再

現性が極めて高く、スタジオでアーティストが作品に込めた情熱までも感じ取れるような、これまでにない圧倒的

な音のリアリティをお楽しみいただけます。

・新開発「AFDS：エアフィルムダンピングシステム」

従来の平面磁界型ドライバーユニットには、振幅が大きくなる低域で振動板がマグネットに接触する問題がありま

した。それを解決するために、有限要素法による振動板のシミュレーションと、レーザードップラー振動計による

測定を繰り返し、「AFDS：エアフィルムダンピングシステム」という新しい振動板の制動技術を確立しました。

これにより、平面磁界型の弱点であった低音の再現性が低いという問題点を解決致しました。平面磁界型の再発明

と言える技術です。

D8000では、AFDSによって、振動板がマグネットに接触する問題を解決したため、ドライバーユニットが再生可

能な低音の周波数を下げることが可能になりました。通気性のあるイヤーパッドと併せて、優れたダイナミック型

でしか表現できなかった、量感と開放感を併せ持った低音の再生を可能にしました。

・精度を追求した自社工場生産

D8000は川崎の本社内で生産を行なっています。製品組立の精度は、部品の精度と共に、組立を補助する道具であ

る治具の精度に大きく左右されます。部品精度の僅かなばらつきを、組立てながら微調整できるよう、生産治具の

設計製造を内製化しています。

また、D8000のために振動板成形機といった生産機器や振動板テンションメーターといった測定器なども専用品を

自社で開発しています。本当に良いものを作り出すには、素材に近い部品の製造の過程に踏み込む必要がありま

す。made in Japanの良さは、そうした際に素材に近いメーカーの協力が得られるところです。素材という部品の

源流から製品の組立までを一貫してコントロールすることで、製品の高い品質を実現しています。

’【商品に関するお問合せ先】 事業者　：SNEXT株式会社

連絡先　：044-789-5796 

事業者情報

’事業者名 SNEXT株式会社

連絡先 044-789-5796

営業時間 11:00-19:00

定休日 土曜・日曜・祝祭日・年末年始など

2020/09/28https://furu-po.com /LG /choice_goods_preview .php?id=702845

民間専用サイト　参考掲載イメージ



3,600ポイント(参考寄附額：12,000円)と交換可能数量： 1 
★この自治体は最少金額5,000円から、1,000円単位での寄附を受
け付けております。

お礼の品を受け取らず寄附のみ行う

【東海道BEER川崎宿工場】クラフトビール6本

セット

容量 発泡酒　330ml　（1623・黒い弛緩・薄紅の口実・

麦の出会い・限定ビール2種2本）　6本

【原材料名(素材・成分)】

「1623」原材料：麦芽・ホップ・酵母・カラギナ

ン　アルコール分：6％　

　「黒い弛緩」原材料：麦芽・ホップ・酵母・ク

ローブ・糖類・カラギナン　アルコール分：7％　　

「薄紅の口実」原材料：麦芽・ホップ・酵母・いち

ご・ハチミツ・カラギナン　アルコール分：5％　

　「麦の出会い」原材料：麦芽・ホップ・酵母・オ

レンジピール・コリアンダー・カラギナン　アル

コール分：6％

賞味期限 消費期限：約3カ月

配送方法 冷蔵配送

管理番号 DB02-NT

発送期日 順次配送

このお礼の品は現在お申し込みができません。

寄附をしてポイントのみ貯める

とても便利なポイント制とは？

神奈川県川崎市のお礼の品概要

「ジャパン・グレートビア・アワーズ」「いま飲むべき最高のクラフトビール100」等に選ばれた作り立てのビー

ルを瓶詰してお届けいたします。川崎宿が制定された1623年を名前にしたIPA「1623」、醸造技師の個性が光る

ポーター「黒い弛緩」、県立川崎高校養蜂部の蜂蜜を使ったアンバーエール「薄紅の口実」、オレンピールとコリ

アンダーシードが香るベルジャン・ウィート「麦の出会い」の定番4種の他季節限定2種、醸造技師が造る個性豊か

なビールを旧東海道川崎宿跡にひっそりとライトを灯しているビール醸造所で作っております。

【保存方法】

冷蔵保存

【商品に関するお問合せ先】

事業者　：東海道BEER川崎宿工場

連絡先　：044-272-3639

事業者情報

事業者名 東海道BEER川崎宿工場

連絡先 044-272-3639

営業時間 17:30-22:00

定休日 月・火曜日

| [ ]

2020/09/28https://furu-po.com/LG/choice_goods_preview.php?id=702777

民間専用サイト　参考掲載イメージ



ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

1 川崎タクシー株式会社 川崎工場夜景タクシープラン（2時間コース） 34,000

2 株式会社川崎フロンターレ 川崎フロンターレ　マスコットビーンズぬいぐるみ 19,000

株式会社川崎フロンターレ 【Sサイズ】川崎フロンターレ　応援パック 17,000

株式会社川崎フロンターレ 【Mサイズ】川崎フロンターレ　応援パック 17,000

株式会社川崎フロンターレ 【Lサイズ】川崎フロンターレ　応援パック 17,000

株式会社川崎フロンターレ 【XLサイズ】川崎フロンターレ　応援パック 17,000

4 株式会社たびゲーター 川崎市るるぶトラベルプランに使えるふるさと納税宿泊クーポン3,000円分 10,000

5 株式会社たびゲーター 川崎市るるぶトラベルプランに使えるふるさと納税宿泊クーポン 15,000円分 50,000

6 株式会社たびゲーター 川崎市るるぶトラベルプランに使えるふるさと納税宿泊クーポン 30,000円分 100,000

7 株式会社ホワイトウルフ 川崎純情小町☆グッズ 10,000

8 株式会社ホワイトウルフ 川崎純情小町☆ライブ観覧コース 17,000

9 株式会社ホワイトウルフ 川崎純情小町☆ふるさと納税フルセット 34,000

10 株式会社　DeNA川崎ブレイブサンダース 川崎ブレイブサンダース プライマリーロゴタオル 8,000

11 株式会社　DeNA川崎ブレイブサンダース 川崎ブレイブサンダース プライマリーロゴトート 8,000

12 株式会社　DeNA川崎ブレイブサンダース 川崎ブレイブサンダース マスコットぬいぐるみ 9,000

13 公益財団法人　川崎市文化財団 川崎浮世絵ギャラリーをご覧いただける年間パスポート引換券 10,000

14 JTBふるぽWEB旅行クーポン（JTBホームページ) 【川崎市】JTBふるぽWEB旅行クーポン（3,000円分） 10,000

15 JTBふるぽWEB旅行クーポン（JTBホームページ) 【川崎市】JTBふるぽWEB旅行クーポン（15,000円分） 50,000

16 JTBふるぽWEB旅行クーポン（JTBホームページ) 【川崎市】JTBふるぽWEB旅行クーポン（30,000円分） 100,000

17 JTB旅行クーポン（店舗・旅の予約センター） 【川崎市】JTBふるさと納税旅行クーポン（3,000円分） 10,000

18 JTB旅行クーポン（店舗・旅の予約センター） 【川崎市】JTBふるさと納税旅行クーポン（15,000円分） 50,000

19 JTB旅行クーポン（店舗・旅の予約センター） 【川崎市】JTBふるさと納税旅行クーポン（30,000円分） 100,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：S）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：M）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：L）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：LL）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：3L）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：S）富士通フロンティアーズ ドライホッケーＴシャツ 18,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：M）富士通フロンティアーズ ドライホッケーＴシャツ 18,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：L）富士通フロンティアーズ ドライホッケーＴシャツ 18,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：XL）富士通フロンティアーズ ドライホッケーＴシャツ 18,000

22 有限会社　スタジオ貳拾壹 富士通フロンティアーズ マフラータオル 12,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：130cm）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：150cm）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：S）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：M）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：L）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：O）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：XO）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：XA）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：S）富士通フロンティアーズ 応援セット 69,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：M）富士通フロンティアーズ 応援セット 69,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：L）富士通フロンティアーズ 応援セット 69,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：XL）富士通フロンティアーズ 応援セット 69,000

■観る（３３品）
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ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(SM)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(MD)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(LG)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XL)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XXL)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

26 有限会社　スタジオ貳拾壹 富士通レッドウェーブ マフラータオル 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(MD)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃10：町田瑠唯 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(ＬＧ)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃10：町田瑠唯 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XL)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃10：町田瑠唯 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(MD)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃11：篠崎澪 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(ＬＧ)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃11：篠崎澪 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XL)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃11：篠崎澪 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(MD)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃15：山本千夏 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(ＬＧ)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃15：山本千夏 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XL)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃15：山本千夏 選手 41,000

30 有限会社ル・スポール NECレッドロケッツ　オリジナルグッズ(2wayクッション) 10,000

31 有限会社ル・スポール NECレッドロケッツ　オリジナルグッズ(3連ポーチ) 7,000

32 有限会社ル・スポール NECレッドロケッツ　オリジナルグッズ(プルパーカー)：Lサイズ 15,000

33 有限会社ル・スポール NECレッドロケッツ　オリジナルグッズ(プルパーカー)：XLサイズ 15,000

25

27
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ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

1 アソシエＣＨＡＣＯ 片手で、らくらくＫＡＷＡＳＡＫＩネクタイ（シルク） 25,000

2 アソシエＣＨＡＣＯ かわさきマイスター考案「車いす用防寒・撥水マント＆ひざ掛けセット」 100,000

3 アソシエＣＨＡＣＯ かわさきマイスター考案！服を着たような「おしゃれ着エプロン」 15,000

4 アソシエＣＨＡＣＯ かわさきマイスター考案！ケガ・関節障害でも「着やすいボレロ」 44,000

5 アソシエＣＨＡＣＯ かわさきマイスター講師による「シニアが輝く着物リメイク講座」 50,000

6 株式会社　青山プラスチック塗装 歯医者さんと考えた歯磨きミラー　HAMIL 10,000

7 株式会社　伊吹電子 携帯感覚の音声拡聴器「クリアーボイス」 22,000

8 株式会社　サンナイオートメーション 災害時の安眠確保用品「クイックナップ」一人用セット 20,000

9 株式会社　サンナイオートメーション 災害時の安眠確保用品「クイックナップ」二人用 20,000

10 株式会社　サンナイオートメーション 災害時の安眠確保用品「クイックナップ」一人用 10,000

11 株式会社　サンナイオートメーション 災害時の安眠確保用品「クイックナップ」二人用セット 30,000

12 株式会社しむら ふるさと納税限定 SimSimJapanコスメ　福袋！ 25,000

13 株式会社しむら インド伝承！　アーユルヴェーダシロダーラ体験チケット 38,000

14 株式会社　日の出製作所 【完全受注生産】「鳴」～総削り出しパター～ 150,000

15 株式会社　日の出製作所 【完全受注生産】「鳴」～総削り出しパター～（名入れ） 160,000

16 株式会社　勇竿 東扇島西公園西公園 売店1,500点分商品券 5,000

17 株式会社　勇竿 東扇島西公園 手ぶらで釣り体験！ 10,000

18 川崎キングスカイフロント東急REIホテル 川崎のアーバンリゾートを楽しむホテル宿泊券 96,000

19 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 JAGDAつながりの展覧会Part 1 マスキングテープ 6,000

20 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 JAGDAつながりの展覧会Part 2 チャリティ・アート・タンブラー（Aセット） 5,000

21 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 JAGDAつながりの展覧会Part 2 チャリティ・アート・タンブラー（Bセット） 5,000

22 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 JAGDAつながりの展覧会Part 2 チャリティ・アート・タンブラー（Cセット） 5,000

23 佐野デザイン事務所 エコで楽しいデザイン緩衝材クッションサン【川崎限定カラーセット】 5,000

24 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団　川崎市
柿生学園

川崎市消防局キャラクター　太助セット 10,000

25 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 川崎市消防局キャラクター太助のハンカチ・ティッシュケースセット 5,000

26 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 川崎市消防局キャラクター太助と消防船のハンカチ・エコバックセット 10,000

27 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 限定100個！！川崎市消防局キャラクター太助のハンカチ・エコバックセット 10,000

28 宝養生資材株式会社 東京大学と富士通研究所の共同開発による新素材「チタンアパタイト」配合の次世代石鹸　川崎力 6,000

29 宝養生資材株式会社 東京大学と富士通研究所の共同開発による新素材「チタンアパタイト」配合の次世代石鹸　エステルの瞳 22,000

30 宝養生資材株式会社 東京大学と富士通研究所の共同開発による新素材「チタンアパタイト」配合の次世代石鹸　宝養生せっけん 8,000

31 多摩川緑地バーベキュー広場共同事業体 多摩川緑地バーベキュー広場入場券　6名様分 10,000

32
東京ガス株式会社　暮らしサービス事業推進部ス
テーション２４

離れて暮らすご家族をそっと見守る、東京ガスの「くらし見守りサービス(ご家族)」(1年間) 70,000

33 特定非営利活動法人 川崎市民石けんプラント 「川崎市民石けんプラント」きなりっこセット 5,000

34 日本理化学工業株式会社 おふろでお絵かき　キットパスセット 13,000

35 日本理化学工業株式会社 キットパスお絵かきセット 22,000

36 日本理化学工業株式会社 チョーク屋さんが作ったチョークと黒板のセット 18,000

37 日本理化学工業株式会社 どこでも黒板スペースになる、黒板とチョークのセット 22,000

38 有限会社　相和シボリ工業 Re-shibo 20,000

39 有限会社　相和シボリ工業 金胎麗漆炭粉蒔ろっくぐらす（緑） 74,000

40 有限会社下村写真館 川崎大師公園横「スタジオシモムラ」写真撮影クーポン5000点券 19,000

41 有限会社　博進社 川﨑生まれのけん玉＆こま 5,000

■体験する（４１品）
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ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

1 アルテの合同会社 「食パン専門店」アルテの食パン詰め合わせ 10,000

2 アルテの合同会社 「食パン専門店」アルテの食パン詰め合わせ　プレミアム 15,000

3 株式会社　アノー 多摩川・河畔散歩　小(焼き菓子詰め合わせ) 7,000

4 株式会社　アノー 多摩川・河畔散歩　中(焼き菓子詰め合わせ) 11,000

5 株式会社　アノー 多摩川・河畔散歩　大(焼き菓子詰め合わせ) 14,000

6 株式会社 大谷堂 『いちから作ったわらび餅』　『釜揚げわらび餅』　『プレミアムわらび餅』　のギフトセット 15,000

7 株式会社 大谷堂 『釜揚げわらび餅』　『プレミアムわらび餅』のギフトセット 10,000

8 株式会社　大原商店 川崎味散歩（かわさき名産品）と豆菓子詰合せ 12,000

9 株式会社　川崎京香園 若芽萌ゆる 最幸のお茶　お詰め合わせ 20,000

10 株式会社　川崎京香園 川崎大師銘茶 千代のかほり、金箔入抹茶使用 抹茶入玄米茶 大安　セット 10,000

11 株式会社　川崎京香園 厄除ほうじ茶、金箔入抹茶使用 抹茶入玄米茶 大安セット 10,000

12 株式会社住販サービス　川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「かわさき産はちみつの焼き菓子セット」 8,000

13 株式会社　住吉 住吉特製　大師土産　欲張りセット 10,000

14 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔「雪の華」（YK-30） 10,000

15 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔「雪の華」（YK-50） 14,000

16 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔「雪の華」（YK-100） 30,000

17 株式会社　高喜商店 小町のり（味付海苔）【川崎市ご当地アイドルスペシャルVer.】 10,000

18 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔たっぷり120枚セット 20,000

19 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔・味付海苔　詰合せ 20,000

20 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の海苔ボトル 焼海苔・味付海苔　詰合せ 15,000

21 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】ワケあり！高喜のはねだし焼海苔 たっぷり120枚 20,000

22 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】【新海苔】高喜の焼海苔「神奈川の極み」50枚セット 20,000

23 株式会社　東照 川崎宿名物・冷凍奈良茶飯風おこわ（川崎ブレイブサンダースver） 10,000

24 株式会社ブールミッシュ ミルフレット18個入　MF-D 10,000

25 株式会社ブールミッシュ マカロン15個入　BMM-C 10,000

26 株式会社ミートエポック 発酵熟成黒毛和牛イチボ200g　30日熟成 14,000

27 株式会社ミートエポック 発酵熟成黒毛和牛シンタマ200g　30日熟成 12,000

28 株式会社ミートエポック 発酵熟成黒毛和牛ウチモモ200g　30日熟成 11,000

29 株式会社ミートエポック 発酵熟成黒毛和牛ナカニク200g　30日熟成 8,000

30 株式会社ミートエポック 発酵熟成三元豚バラ肉200g 30日熟成 7,000

31 株式会社ミートエポック 発酵熟成牛豚盛合せ　上　1,000g 36,000

32 株式会社ミートエポック 発酵熟成牛豚盛合せ　特選　1,000g 41,000

33 株式会社ミートエポック 発酵熟成牛豚盛合せ　匠　1,000g 75,000

34 株式会社ミートエポック 発酵熟成豚バラの自家製燻製肉　200g 11,000

35 株式会社ミートエポック 発酵熟成ハンバーグ１４０g＊３枚入 9,000

36 合同会社泉力 発酵熟成熟鮮魚国産本マグロ 30,000

37 合同会社泉力 発酵熟成熟鮮魚国産本マグロ（約250g） 10,000

38 セレサ川崎農業協同組合 川崎市市内産新鮮野菜・農産物詰め合わせ 10,000

39 天然素材蔵 ライスワイン ノンアルコール サングリア・白 13,000

40 天然素材蔵 ライスワイン ノンアルコール サングリア・ロゼ 13,000

41 天然素材蔵 ライスワイン ノンアルコール サングリア・ロゼ/白 セット 25,000

42 天然素材蔵 ライスワイン ノンアルコール サングリア・ファミリーセット 275,000

43
特定非営利活動法人　たま・あさお精神保健福祉
をすすめる会　があでん・ららら

があでん・ららら　ほっこりハーブティーセット 10,000

44 特定非営利活動法人レジスト 【元住吉】ブレーメンの音楽隊みんなのコーヒーブレイク 15,000

45 はっぴわーく かわさきそだちの手作り無添加ジャム　　6本セット 10,000

■味わう（８６品）
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ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

46 なんぺいの木 なんぺいの木　かわさき名産品セット 12,000

47 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、個性際立つ5種類の「宿河原パウンドケーキ」の詰合せ10個 9,000

48 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、個性際立つ5種類の「宿河原パウンドケーキ」の詰合せ15個 13,000

49 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、個性際立つ5種類の「宿河原パウンドケーキ」の詰合せ20個 17,000

50 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、「宿河原パウンドケーキ」苺 6,000

51 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、「宿河原パウンドケーキ」いちじく 6,000

52 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、「宿河原パウンドケーキ」苺といちじくのセット 12,000

53 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテA」 30,000

54 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテB」 25,000

55 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテC」 20,000

56 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテD」 15,000

57 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテE」 10,000

58 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテF」 5,000

59 有限会社グリーンフーズあつみ 【定期便】「おつけもの慶 kei」川崎名物キムチと季節のキムチセット 200,000

60 有限会社グリーンフーズあつみ 川崎名物「おつけもの慶 kei」６種の定番キムチ盛合せ 10,000

61 有限会社グリーンフーズあつみ 「慶」キムチのカレーと白菜＆オイキムチセット 14,000

62 有限会社グリーンフーズあつみ 川崎名物「おつけもの慶 kei」王道・白菜キムチとたらこキムチセット 17,000

63 有限会社グリーンフーズあつみ おつけもの慶「王道白菜キムチ」250ｇｘ3個セット 6,000

64 有限会社　新岩城菓子舗 川崎日和（菓子詰め合わせ） 10,000

65 有限会社　田中屋 茶箱入り武州茶詰合せ 10,000

66 有限会社　田中屋 茶壺缶入武州茶・和紅茶・バームクーヘン詰合せ 12,000

67 有限会社　田中屋 武州茶と武州茶菓詰合せ 10,000

68 有限会社　田中屋 名産品お茶いろいろ5種 14,000

69 有限会社　評判堂 川崎大師名物　せき止め飴詰合せ　小袋 10,000

70 有限会社　評判堂 川崎大師名物　せき止め飴詰合せ　大袋 17,000

71 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　日々熟成　禅寺丸の柿ワインケーキと焼き菓子セット 34,000

72 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　日々熟成　禅寺丸の柿ワインケーキと焼き菓子のセット 34,000

73 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　日々熟成　禅寺丸の柿ワインケーキと焼き菓子セット 34,000

74 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　ふるさと冷凍便　柿生ちいさいスフレ3種詰め合わせ 17,000

75 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　ふるさと冷凍便　柿生ちいさいスフレキャラメル詰め合わせ 17,000

76 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　ふるさと冷凍便　柿生ちいさいスフレ　チーズ 17,000

77 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　ふるさと冷凍便　柿生ちいさいスフレ　ショコラ 17,000

78 有限会社　ミツバチ 愛され続けて40年のアップルパイと自家製カヌレ 10,000

79 有限会社　ミツバチ ふるさと冷凍便　自家製カヌレ40個 34,000

80 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　日々熟成　禅寺丸の柿ワインケーキ 10,000

81 有限会社　宮﨑製菓 川崎大師名物　厄除け開運　６点セット 10,000

82 有限会社　宮﨑製菓 川崎大師名物　厄除け開運　9点セット 10,000

83 リカー＆フード　うちだ 日吉加瀬山太田道灌清酒３本セット（額入り道灌肖像画付き） 30,000

84 リカー＆フード　うちだ 日吉加瀬山太田道灌清酒６本セット（額入り道灌肖像画付き） 60,000

85 有限会社　伊勢銀 川崎名産品　和牛ビーフジャーキー・和牛コンビーフセット 17,000

86 有限会社　伊勢銀 川崎名産品　和牛コンビーフ・自家製ベーコンセット 10,000
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