
 

横浜市ふるさと納税「 教 育 活 動 の 充 実 」 寄 附 申 込 書 
 
 
 
  

令和   年   月   日 
（あて先） 横 浜 市 長 
 

寄

附

者 

ふりがな  

お名前 
 

ご住所 
〒     － 

電話番号 (    )   － メールアドレス  

寄附先の学校名  

＊ 取得した個人情報は、寄附者への納付書・お礼状・返礼品の送付等、横浜市への「ふるさと納税」に関する業務以外に

は、使用いたしません。 
 

●寄附金額について                    円 
 
下記について、該当する項目に チェック ☑  を入れてください。 
 

●返礼品について   □   １．返礼品を希望する   □   ２．返礼品を希望しない 
 

※ 地方税法の改正等に伴い、2019年６月１日より横浜市内にお住まいの方には、返礼品等を送付してお
りません。 

 
※「１. 返礼品を希望する」を選択された場合は、別紙「全寄附メニュー共通返礼品一覧」から１つを選び、 
該当の返礼品コードをご記入ください。（寄附金額に応じて、選択可能な返礼品が異なります） 

 

【返礼品コード】                     （記入例：Ｃ－１） 
 

●お名前・寄附金額のホームページ等への掲載について 

 □  お名前・寄附金額の掲載を希望する  □  お名前のみの掲載を希望する   □  掲載を希望しない 

●横浜市への「ふるさと納税」にご寄附いただいたきっかけを教えてください。 

 □  横浜（横浜の街）が好きだから   □  寄附メニューの事業を応援したいから  

 □  以前、横浜に住んでいたから     □  横浜に家族・親類縁者が住んでいるから 

 □  返礼品に魅力を感じたから     □  その他（                     ） 

 
 
お問い合わせ先 横浜市教育委員会事務局総務課 〒231-0005  横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 

tel 045-671-3292 fax 045-663-5547  e-mail ky-somu@city.yokohama.jp 

寄附メニュー 

（寄附金の活用先） 
教育活動の充実 

活用先 

番号 
⑨ 

個人・納付書払い ※この寄附申込書をご利用の場合、寄附金の支払方法は「納付書払い」のみとなります。 

クレジットカード払い等をご希望の場合は、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」からお申込み下さい。 

横浜市立鉄小学校



別 紙           寄 附 メ ニ ュ ー 共 通 返 礼 品 一 覧 
  

※ 寄附申込書で返礼品を「 □  希望する 」に☑され、寄附メニュー共通の返礼品を希望する方は、

寄附金額に応じて、次の一覧表の中から１つお選びいただき、「返礼品コード」を寄附申込書の該

当欄にご記入ください。なお、「新型コロナウイルスに関する医療対策・感染症対策を応援」及び

「横浜マラソンを応援したい！」にご寄附の場合、本一覧の返礼品は送付できません。 

  ※ 寄附申込書の「● 寄附金額について」の欄にご記入いただいた寄附金額以下の返礼品をお選びく

ださい。（複数の寄附を合算することはできません。） 

  ※ 返礼品は、一部を除き、横浜市と契約した各事業者から直接発送します。発送等に必要な範囲で寄

附者の方の個人情報を各事業者へ提供しますので、予めご了承ください。 

  ※ 返礼品の詳細は、「ふるさとチョイス」（https://www.furusato-tax.jp/city/product/14100）を

ご覧ください。寄附メニューの独自返礼品は、それぞれの使い道に記載の品をご覧ください。 
 
【市内産品】 

返礼品コード 寄附⾦額 返礼品の名称 

E－２ 6,500円以上 【株式会社横尾商事】 
横浜にじいろラスク（７枚）〈プチ・フルール〉 

E－３ 15,000円以上 【株式会社横尾商事】 
横浜物語（焼菓子６種 計19個）〈プチ・フルール〉 

E－４ 6,500円以上 【株式会社横尾商事】 
横浜遊歩（ハローキティサブレ10枚）〈プチ・フルール〉 

E－５ 21,000円以上 【株式会社崎陽軒】 
シウマイ・焼焼売・惣菜詰合せセット〈崎陽軒〉 

E－６ 17,000円以上 【株式会社崎陽軒】 
シウマイ満腹セット（４種 計48個）〈崎陽軒〉 

E－７ 22,000円以上 【株式会社崎陽軒】 
「横浜の味」を楽しむシウマイ・チャーハン・ピラフのセット〈崎陽軒〉 

E－８ 23,000円以上 【株式会社よこはまグリーンピース】 
 横濱焼小籠包（40個）〈横浜地産地消百貨〉                           ※受付中止 

E－９ 12,000円以上 【株式会社状元食品】 
 昔ながらのお婆ちゃんの角煮（200g×４パック）〈横浜中華街 状元樓〉 

E－11 10,000円以上 【株式会社状元食品】 
 上海小籠包（10個×２パック）〈横浜中華街 状元樓〉 

E－12 10,000円以上 【株式会社状元食品】 
 上海焼きそば（220g×４パック）〈横浜中華街 状元樓〉 

E－13 15,000円以上 【株式会社状元食品】 
 得々飲茶セット（10種 計34個）〈横浜中華街 状元樓〉 

E－35 16,000円以上 【株式会社状元食品】 
 フカヒレのスープ白湯仕込み〈横浜中華街 状元樓〉 

E－14 12,000円以上 【株式会社美濃屋あられ製造本舗】 
 横浜のあられ詰合せセット（５種×２袋）〈美濃屋あられ製造本舗〉 

E－15 15,000円以上 【株式会社美濃屋あられ製造本舗】 
 美濃屋特選詰合せセット（７種 計18袋）〈美濃屋あられ製造本舗〉 

E－17 19,000円以上 【富士交流有限会社】 
手作り点心セット（４種 計36個）〈横浜中華街馬さんの店龍仙 本店〉 

E－18 40,000円以上 【横濱ワイナリー株式会社】 
ハマワイン令和ラベル ２本セット（赤・白 計２本）〈横濱ワイナリー〉 

E－19 19,000円以上 【株式会社小野ファーム】 
 直営牧場搾りたてミルクで作るジェラート（５種 計10個）〈小野ファーム〉 

E－20 20,000円以上 【特定非営利活動法人ヒューマンフェローシップ】 
 ねぎしの森のはちみつ（200ｇ×２本）〈ヒューマンフェローシップ〉 

E－21 10,000円以上 【株式会社江戸清】 
 ブタまん・豚角煮まん・チャーシュー包・エビ入り焼売のセット〈横浜中華街 江戸清〉 

E－22 20,000円以上 【株式会社江戸清】 
 ブタまんセット（10個）〈横浜中華街 江戸清〉 

E－23 16,000円以上 【社会福祉法人県央福祉会】 
 よこはまくろふねトマトジュース（180ml×10本）〈アグリシステム羽沢〉 

E－25 20,000円以上 【有限会社ミック】 
 中華点心詰合せ（９種 計58個）〈横浜中華街 中国料理世界チャンピオン皇朝〉 

E－26 15,000円以上 【岩井の胡麻油株式会社】 
 岩井の胡麻油ギフトセット（３種 計３本）〈岩井の胡麻油〉 

E－27 32,000円以上 【有限会社同發】 
 中華饅頭点心詰合せセット（６種 計33個）〈横浜中華街 同發〉 

https://www.furusato-tax.jp/city/product/14100


返礼品コード 寄附⾦額 返礼品の名称 

E－28 11,000円以上 【株式会社武居商店】 
 オリジナルソース＆ドレッシング（５種 計５個）〈武居商店〉 

E－29 10,000円以上 【特定非営利活動法人アスタ荏田】 
 小松菜のシフォンケーキ〈アスタ荏田〉 

E－30 22,000円以上 【有限会社榎亭】 
 手作り焼菓子セレクション（焼菓子９種、紅茶、コーヒー）〈えの木てい〉 

E－31 16,000円以上 【有限会社榎亭】 
 手作り焼菓子セレクション（焼菓子６種、紅茶）〈えの木てい〉 

E－32 9,000円以上 【菓匠亀福】 
 東海道原宿もなか（６個）〈亀福〉 

E－33 22,000円以上 【株式会社ウイッシュボン】 
 横濱レンガ通り詰合せセット（５種）〈ウイッシュボン〉 

E－34 15,000円以上 【株式会社ウイッシュボン】 
 横濱レンガ通り詰合せセット（３種）〈ウイッシュボン〉 

E－36 16,000円以上 【株式会社横浜ポンパドウル】 
 Best５ 人気のパン詰合せ（５種 計９個）〈ポンパドウル〉 

E－37 16,000円以上 【株式会社横浜ポンパドウル】 
 スイートパン詰合せ（６種 計16個）〈ポンパドウル〉 

E－38 16,000円以上 【株式会社横浜ポンパドウル】 
 テーブルロール詰合せ（７種 計25個）〈ポンパドウル〉 

E－39 15,000円以上 【株式会社ガトー・ド・ボワイヤージュ】 
 横浜馬車道ミルフイユ（４種 計24個）〈ガトー・ド・ボワイヤージュ〉 

E－40 15,000円以上 【株式会社ガトー・ド・ボワイヤージュ】 
 馬車道ギフト（12種 計24個）〈ガトー・ド・ボワイヤージュ〉 

E－41 11,000円以上 【有限会社⾦子石油店】 
 横浜産野菜で野菜を食べる生ドレッシング（３種 計３本）〈ウチルカ〉 

E－42 15,000円以上 【有限会社⾦子石油店】 
 横浜産野菜で野菜を食べる生ドレッシング（５種 計５本）〈ウチルカ〉 

E－43 19,000円以上 【有限会社横山養豚】 
 はまぽーく豚肉セット（６種）〈横山養豚〉 

E－44 20,000円以上 【横浜食品循環型はまぽーく出荷グループ】 
 はまぽーくレトルトカレー（中辛 計10パック）〈はまぽーく出荷グループ〉 

E－45 11,000円以上 【合同会社横浜旬･菜･果】 
 杉田梅干しのしそ漬けと白漬けのセット〈横浜旬・菜・果〉 

E－46 9,500円以上 【株式会社文明堂】 
 I☆YOKOHAMA 三笠山（５個）〈文明堂〉 

E－47 13,000円以上 【株式会社文明堂】 
 I☆YOKOHAMA 三笠山（10個）〈文明堂〉 

E－48 15,000円以上 【一般社団法人里海イニシアティブ】 
 採れたて「ぶんこのこんぶ」生こんぶのしゃぶしゃぶ〈里海イニシアティブ〉（３月発送） 

E－49 15,000円以上 【一般社団法人里海イニシアティブ】 
 「ぶんこのこんぶ」よろこんぶうどんセット〈里海イニシアティブ〉（９月、10月、12月発送） 

E－50 15,000円以上 【株式会社ニューイング】 
 天晴バラエティセット（生餃子５種 計50個）〈ニューイング〉 

E－51 19,000円以上 【株式会社本牧館】 
 横濱本牧サブレ（30枚）〈本牧館〉 

E－52 8,000円以上 【みやかみ】 
 鯛茶漬の胡麻たれ（３本）〈みやかみ〉 

E－53 11,000円以上 【みやかみ】 
 鯛茶漬の胡麻たれ、すっぽん旨煮、からすみ茶漬の詰合せセット（３種 計３本）〈みやかみ〉 

E－54 21,000円以上 【有限会社鈴幸商店】 
 横浜魚河岸直送まぐろ漬け真空パック（10 パック）〈鈴幸商店〉 

E－56 15,000円以上 【横浜農業協同組合】 
 相澤良牧場のカップアイス詰合せ（６種 計８個）〈横浜農業協同組合〉 

E－57 15,000円以上 【横浜農業協同組合】 
 相澤良牧場横浜産牛乳の飲むヨーグルト（２サイズ 計６本）〈横浜農業協同組合〉 

E－58 15,000円以上 【横浜農業協同組合】 
 アイス工房メーリアのジェラート（６種 計８個）〈横浜農業協同組合〉 

E－59 10,000円以上 【株式会社ショコラボ】 
 チョコレート詰合せ「Cacao＆Cocoa」〈ショコラ房〉 

E－60 11,500円以上 【株式会社ショコラボ】 
 チョコレート詰合せ「ミニギフト＆ショコラdeパンダ」〈ショコラ房〉 



返礼品コード 寄附⾦額 返礼品の名称 

E－61 14,000円以上 【株式会社ショコラボ】 
 チョコレート詰合せ「人気の３点セット」〈ショコラ房〉 

E－62 18,000円以上 【株式会社ショコラボ】 
 チョコレート詰合せ「チョコレートアソート４種withショコラdeパンダ」〈ショコラ房〉 

E－63 25,000円以上 【株式会社ショコラボ】 
 チョコレートとクッキーの詰合せ〈ショコラ房〉 

E－64 14,000円以上 【有限会社井上富藏商店】 
 横浜産やまゆりポークのロース味噌漬（８枚）〈井上富藏商店〉 

F－１ 10,000円以上 【花光園】 
クリスマスローズ３号ポット苗 ５本おみつくろいセット〈花光園〉 

F－２ 20,000円以上 【神明園】 
シクラメン ６号鉢〈神明園〉（12月発送） 

F－３ 17,000円以上 
【武花園】 

シクラメン ６号鉢〈武花園〉（12月発送） 

F－４ 19,000円以上 【株式会社河野自然園】 
 季節の寄せ植え〈河野自然園〉 

F－5 26,000円以上 【有限会社カクタス広瀬】 
 サボテン寄せ植え（ロング）〈カクタス広瀬〉 

F－6 19,000円以上 【有限会社カクタス広瀬】 
 ミニサボテン・多肉植物セット（15種 計15鉢）〈カクタス広瀬〉 

F－7 26,000円以上 【有限会社カクタス広瀬】 
 ミニサボテン・多肉植物ＤＸセット（24種 計24鉢）〈カクタス広瀬〉 

F－8 20,000円以上 【横浜農業協同組合】 
 シクラメン ６号鉢〈横浜農業協同組合〉（12月発送） 

F－9 15,000円以上 【花光園】 
 スモークツリー３号ポット苗 ４本おみつくろいセット〈花光園〉 

F－10 50,000円以上 【横浜農業協同組合】 
 シンビジウム（３本立）〈横浜農業協同組合〉（12月～２月発送） 

F－11 10,000円以上 【横浜農業協同組合】 
 横浜産ハーブ苗（４号ポット×３個）〈横浜農業協同組合〉（10月～11月発送） 

Ｇ－２ 80,000円以上 【株式会社クロスドッグ】 
 スタンドタイプのアイロン台「サイトウ・アイロン・ボード」〈クロスドッグ〉 

Ｇ－３ 13,500円以上 【株式会社ディアラ】 
 生馬油ゴールド（50g）〈横濱馬油商店〉 

Ｇ－４ 25,000円以上 【株式会社ディアラ】 
 生馬油ゴールド（50g×２個）〈横濱馬油商店〉 

Ｇ－５ 15,000円以上 【株式会社ディアラ】 
 生馬油ゴールド スタンダードセット〈横濱馬油商店〉 

Ｇ－6 22,000円以上 【株式会社丸加】 
 伝統横濱スカーフ（YOKOHAMA）〈丸加〉 

Ｇ－7 50,000円以上 【株式会社丸加】 
 伝統横濱スカーフ（日本丸）〈丸加〉 

Ｇ－8 50,000円以上 【株式会社丸加】 
 伝統横濱スカーフ（YOKOHAMAスケッチ）〈丸加〉 

Ｇ－9 22,000円以上 【株式会社丸加】 
 伝統横濱スカーフ（YOKOHAMAクルージング）〈丸加〉 

Ｇ－10 50,000円以上 【株式会社丸加】 
 伝統横濱スカーフ（ステンドグラス ポーハタン号）〈丸加〉 

Ｇ－14 45,000円以上 【合資会社寳田商店】 
 タカラダオリジナル・モトマチフェニックス 食器セット（一人用）〈タカラダ〉 

Ｇ－15 140,000円以上 【合資会社寳田商店】 
 大倉陶園創業100周年限定カップ＆ソーサー「モトマチモダン」〈タカラダ〉 

Ｇ－16 28,000円以上 【合資会社寳田商店】 
 タカラダオリジナル・横浜Before＆Now ペアカップ＆ソーサー〈タカラダ〉 

Ｇ－17 31,000円以上 【合資会社寳田商店】 
 タカラダオリジナル・帆船柄シリーズ ペアロックグラス〈タカラダ〉 

Ｇ－18 31,000円以上 【合資会社寳田商店】 
 タカラダオリジナル・帆船柄シリーズ ペアワイングラス〈タカラダ〉 

Ｇ－19 250,000円以上 【株式会社ダニエル】 
 横浜クラシック家具 エントランススツール〈ダニエル〉 

Ｇ－20 40,000円以上 【株式会社ダニエル】 
 横浜クラシック家具 シューズジャック〈ダニエル〉 



返礼品コード 寄附⾦額 返礼品の名称 

Ｇ－21 90,000円以上 【株式会社ダニエル】 
 横浜クラシック家具 トレイテーブル〈ダニエル〉 

Ｇ－22 470,000円以上 【株式会社ダニエル】 
 横浜クラシック家具 ワークワゴン〈ダニエル〉 

Ｇ－23 260,000円以上 【有限会社蓮華草元町工房】 
 横浜マイスターが作る横浜家具スツール POSTURE〈蓮華草元町工房〉 

Ｇ－24 35,000円以上 【株式会社大倉陶園】 
 湯呑ぺアセット（ブルーローズ）〈大倉陶園〉 

Ｇ－25 42,000円以上 【株式会社大倉陶園】 
 10cmミニディッシュペアセット（うまくゆく）〈大倉陶園〉 

Ｇ－26 60,000円以上 【株式会社大倉陶園】 
 モーニング碗皿ペアセット（ゴールドライン）〈大倉陶園〉 

Ｇ－27 80,000円以上 【株式会社大倉陶園】 
 モーニング碗皿ペアセット（ブルーローズ）〈大倉陶園〉 

Ｇ－28 170,000円以上 【株式会社大倉陶園】 
 モーニング碗皿＆プレート＆ポリッジボールペアセット（ブルーローズ）〈大倉陶園〉 

Ｇ－29 40,000円以上 【松村株式会社】 
 横浜シルクスカーフ「横浜開港1859」〈松村〉 

Ｇ－33 22,000円以上 【横浜マリノス株式会社】 
 横浜Ｆ・マリノス バスタオルとフェイスタオルのセット〈横浜マリノス〉 

 

【体験・体感型】 ※2020年６月10日より寄附⾦額を変更しました。 

返礼品コード 寄附⾦額 返礼品の名称 

Ａ－１ 85,000円以上 【横浜ベイホテル東急】 
エグゼクティブツインパークビュー ペアご宿泊券（平日限定） 

Ａ－２ 100,000円以上 【横浜ロイヤルパークホテル】 
レギュラーフロア コンフォートツイン海側ペアご宿泊券 

Ａ－３ 100,000円以上 【ホテルニューグランド】 
本館グランドデラックスツインルームペアご宿泊券（朝食・館内ツアー付き） 

Ａ－４ 105,000円以上 【上郷・森の家】 
エグゼクティブルーム ペアご宿泊券（夕朝食付き）（平日限定） 

Ａ－５ 150,000円以上 【横浜ベイホテル東急】 
エグゼクティブツインパークビュー ペアご宿泊券（フランス料理「クイーン・アリス」ディナー付き）（平日限定） 

Ａ－６ 200,000円以上 【横浜ロイヤルパークホテル】 
スカイリゾートフロア「ザ・クラブ」 コンフォートスイートペアご宿泊券（クラブラウンジ朝食付き） 

Ａ－７ 250,000円以上 【横浜ロイヤルパークホテル】 
レギュラーフロア コンフォートツイン海側ペアご宿泊券（夕朝食・1ドリンク付き） 

Ａ－８ 250,000円以上 【ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル】
ペアご宿泊券（夕朝食付き） 

Ａ－９ 400,000円以上 【ホテルニューグランド】 
プルミエスイートルームペアご宿泊券（夕朝食・館内ツアー付き） 

Ａ－10 200,000円以上 【株式会社ローズホテルズ・インターナショナル】 
デラックスルームご宿泊＆重慶飯店中華ディナーとホテル朝食ペアご招待券〈ローズホテル横浜〉 

Ａ－11 100,000円以上 【横浜桜木町ワシントンホテル】 
 海側ツインルームペアご宿泊券（重慶飯店夕食＆ホテル朝食付き）〈ワシントンホテル〉 

Ａ－12 140,000円以上 【横浜桜木町ワシントンホテル】 
 海側トリプルルーム３名様ご宿泊券（重慶飯店夕食＆ホテル朝食付き）〈ワシントンホテル〉 

Ａ－13 170,000円以上 【横浜桜木町ワシントンホテル】 
 海側ファミリールーム４名様ご宿泊券（重慶飯店夕食＆ホテル朝食付き）〈ワシントンホテル〉 

Ａ－15 140,000円以上 【新横浜プリンスホテル】 
 デラックスキングルームペアご宿泊券（朝食付き）〈新横浜プリンスホテル〉 

Ｂ－１ 50,000円以上 【横浜ベイホテル東急】 
オールデイダイニング「カフェ トスカ」ディナーブッフェ ペアご招待券（ウェルカムドリンク付き） 

Ｂ－２ 70,000円以上 【横浜ベイホテル東急】 
フランス料理「クイーン・アリス」ディナー ペアご招待券（ウェルカムドリンク付き） 

Ｂ－３ 100,000円以上 【ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル】
中国料理「カリュウ」ディナーペアご招待券 

Ｂ－４ 100,000円以上 【ホテルニューグランド】 
メインダイニングで楽しむクラシックディナーペアご招待券（乾杯スパークリングワイン付き） 

Ｂ－５ 25,000円以上 
【株式会社ローズホテルズ・インターナショナル】 
ホテルランチバイキングペアご招待券〈ローズホテル横浜〉 



返礼品コード 寄附⾦額 返礼品の名称 

Ｂ－６ 26,000円以上 
【株式会社ローズホテルズ・インターナショナル】 
重慶飯店個室 中華御膳ランチペアご招待券（平日限定）〈ローズホテル横浜〉 

Ｂ－７ 80,000円以上 
【株式会社重慶飯店】 
火鍋プレミアムセットお食事ペアご招待券〈横浜中華街 重慶飯店本館〉 

Ｂ－８ 35,000円以上 
【有限会社同發】 
特選百福コースお食事ペアご招待券〈横浜中華街 同發〉 

Ｂ－９ 61,000円以上 
【有限会社同發】 
特選豊楽コースお食事ペアご招待券〈横浜中華街 同發〉 

Ｂ－10 115,000円以上 
【有限会社同發】 
特選盛福コースお食事ペアご招待券〈横浜中華街 同發〉 

Ｂ－11 25,000円以上 
【株式会社ペガサスエンタープライズ】 
花梨ランチコースペアご招待券〈横浜中華街 状元樓〉 

Ｂ－12 17,000円以上 
【株式会社ペガサスエンタープライズ】 
飲茶ランチコースペアご招待券〈横浜中華街 状元樓〉 

Ｂ－13 32,000円以上 
【株式会社ペガサスエンタープライズ】 
ペガサスコースペアご招待券〈横浜中華街 状元樓〉 

Ｂ－14 120,000円以上 【新横浜プリンスホテル】 
 トップ オブ ヨコハマ鉄板焼＆ダイニングディナーペアご招待券〈新横浜プリンスホテル〉 

Ｃ－１ 10,000円以上 みなとぶらりチケットワイド（２枚） 

Ｃ－２ 18,000円以上 【ポートサービス】 
シーバス イルミネーションクルーズ ペアご利用券 

Ｃ－３ 17,000円以上 【大栄交通】 
タクシーでめぐる横浜１時間観光ご利用券 

Ｃ－４ 20,000円以上 【スカイダック横浜】 
⽔陸両用バス「スカイダック横浜」ペアご利用券 

Ｃ－５ 28,000円以上 【アサヒタクシー】 
オーダーメイドでめぐる横浜90分観光タクシーご利用券 

Ｃ－６ 37,000円以上 【アサヒタクシー】 
オーダーメイドでめぐる横浜120分観光タクシーご利用券 

Ｃ－７ 100,000円以上 【ポートサービス】 
マリーンルージュ キングディナーペアご利用券 

Ｃ－８ 100,000円以上 【株式会社ロイヤルウイング】 
横浜クルーズ＆ディナーペアご招待券〈ロイヤルウイング〉 

Ｃ－９ 56,000円以上 【株式会社ロイヤルウイング】 
横浜クルーズ＆ランチペアご招待券〈ロイヤルウイング〉 

Ｃ－10 160,000円以上 【株式会社ロイヤルウイング】 
横浜クルーズ＆ディナー（料理長おまかせコース）ペアご招待券〈ロイヤルウイング〉 

Ｃ－11 13,000円以上 【株式会社ケーエムシーコーポレーション】 
赤レンガcaféクルーズペアご利用券〈ケーエムシーコーポレーション〉 

Ｃ－12 320,000円以上 【株式会社ケーエムシーコーポレーション】 
貸切クルーズ シリウスプランペアご利用券〈ケーエムシーコーポレーション〉 

Ｃ－13 230,000円以上 【株式会社ケーエムシーコーポレーション】 
貸切クルーズ シンプルプランペアご利用券〈ケーエムシーコーポレーション〉 

Ｃ－14 150,000円以上 【ジュンコーポレーション株式会社】 
ワンボックスハイヤーで巡る市内観光（ティークルーズ付き）ペアご利用券〈ジュンコーポレーション〉 

Ｃ－15 25,000円以上 【公益財団法人帆船日本丸記念財団】 
シーカヤック教室 赤レンガミニツーリング１名様ご利用券（高校生以上）〈帆船日本丸記念財団〉 

Ｃ－16 17,000円以上 
【公益財団法人帆船日本丸記念財団】 
シーカヤック教室 赤レンガミニツーリング１名様ご利用券（小学生以上・高校生未満）〈帆船日本丸記念財団〉 

Ｃ－17 90,000円以上 【有限会社濱進】 
屋形船ペアご招待券（和牛ステーキコースディナー）〈濱進〉 

Ｃ－18 70,000円以上 【有限会社濱進】 
屋形船ペアご招待券（Ａコースディナー）〈濱進〉 

Ｃ－19 55,000円以上 【有限会社濱進】 
屋形船ペアご招待券（Ｃコースディナー）〈濱進〉 

Ｄ−３ 200,000円以上 【崎陽軒】 
崎陽軒本店 ふるさと納税オリジナルスペシャルディナー＆ジャンボシウマイカット体験４名様 

Ｄ−４ 9,000円以上 【横浜農業協同組合】 
みかん狩りペアご利用券〈横浜農業協同組合〉 

Ｄ−５ 18,000円以上 【横浜農業協同組合】 
いちご狩りペアご利用券〈横浜農業協同組合〉 
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