


柑橘
柑橘王国の愛媛県。伊予市でも盛んに柑橘栽培が
行われています。伊予市が誇るおいしい柑橘をぜひ
お召し上がりください。

紅まどんな
愛媛県生まれのオリジナル品種で、厳し
い基準を満たしたものだけが「紅まどん
な」を名乗ることができます。
「南香」と「天草」という品種を交配した、
みかんとオレンジの血を引くタンゴールで
す。
果皮が薄く、ジューシーでゼリーのよう
に柔らかくとろける食感の果肉、すっきり
とした上品な甘み、濃厚な風味と香りが
特長です。
その皮の薄さのため、手で皮をむくことが
難しいため、カットフルーツとしてお召し
上がりいただくのをお勧めしています。

受付時期

10月1日

↓
12月10日

発送予定

12月10日

↓
12月26日

備考

傷がつきやすいデリケートな果実ですの
で、届きましたら中身をすぐに確認してく
ださい。
冷暗所で保管し、お早目にお召し上がり
ください。

商品名 寄附金額 お届け量 限定数量

B36 紅まどんな（1.7kg) 11,000円〜 1.7kg 7～10個 2,500

C14 紅まどんな（1.7kg)×２ 20,000円〜 （1.7kg 7～10個）× 2 200

C27 紅まどんな 約３kg 21,000円〜 ３kg 10個～15個 200

D04 紅まどんな（2.5kg) 30,000円〜 2.5kg 10〜12個 500
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甘 平（かんぺい）
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愛媛県生まれのオリジナル品種で、甘く
て大きく平らなことからこの名前が付き
ました。
甘さが濃厚で粒がしっかりしており、
シャキッとした食感が特長です。外皮も
柔らかく食べやすいですが、その分丁寧
に育てられています。

受付時期

1１月１日
↓

1月30日

発送予定

1月20日
↓

2月8日

備考

傷がつきやすいデリケートな果実ですので、届きま
したら中身をすぐに確認してください。
冷暗所で保管し、お早目にお召し上がりください。

商品名 寄附金額 お届け量

D05 甘平（2.5kg) 30,000円〜 2.5kg 10〜12個

B31 甘平（1.7kg) 10,000円〜 1.7kg 7〜10個

せとか
果皮が薄くなめらかで、内袋が柔らか
く種もほとんどないので、そのまま食べら
れます。
果汁が多く、香りがとても良く、甘味が
強い上品な美味しさが特徴です。

受付時期

1１月１日
↓

2月29日

発送予定

2月3日
↓

3月23日

備考

傷がつきやすいデリケートな果実ですので、届きま
したら中身をすぐに確認してください。
冷暗所で保管し、お早目にお召し上がりください。

商品名 寄附金額 お届け量

D06せとか（2.5kg) 30,000円〜 2.5kg 10～12個

B30 せとか（1.5kg) 10,000円〜 1.5kg 7～10個



デコポン
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デコポンは上部がこぶのように盛り上
がっているのが特徴です。
皮はやや厚いですが、その割に剥きや
すく内袋ごと食べることができます。
甘味と酸味のバランスが良く、プチプチ
とはじけるような食感が魅力の柑橘です。

受付時期

2月１日
↓

3月10日

発送予定

3月5日
↓

3月25日

備考

傷がつきやすいデリケートな果実ですので、届きま
したら中身をすぐに確認してください。
冷暗所で保管し、お早目にお召し上がりください。

商品名 寄附金額 お届け量

C07 デコポン（4.8kg） 20,000円〜 4.8kg 18〜26個

B32 デコポン（2.4kg） 10,000円〜 2.4kg 8〜13個

早生みかん
すっきりとした甘さと、程よい酸味が味
わえるみかんです。１つ剥くと、さわやか
な柑橘の香りが広がります。
伊予市双海町の農家さんが丹精込め
て育てたものをお届けします。

受付時期

10月20日
↓

11月20日

発送予定

11月1日
↓

11月20日

備考

傷がつきやすいデリケートな果実ですので、届きま
したら中身をすぐに確認してください。
冷暗所で保管し、お早目にお召し上がりください。

商品名 寄附金額 お届け量

B76 早生みかん5kg 13,000円〜 5kg

B75 早生みかん3kg 10,000円〜 3kg

受付終了

受付終了
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受付 11月上旬まで

寄附金額 111,000円〜

11月から翌年の4月まで月に1回、毎月特長の異なる柑橘をお届けします。
愛媛の柑橘を食べ比べできる定期便です。

温度と水分の管理を徹底することで、
露地栽培のみかんに比べて糖度が高
くなり、口当たりがいいのが特長。
1.5kg （24個）

受付 6月1日〜8月31日

発送 7月1日〜9月15日

寄附金額 20,000円〜

果皮が薄くなめらかで、香りが良く、
甘味ある上品な美味しさ。多少傷が
ありますが、正品と味は変わりません。
2.5kg（10〜15個）

受付 10月15日〜2月20日

発送 1月25日〜3月10日

寄附金額 17,000円〜

果皮が薄く、ジューシーでゼリーのよ
うな食感の果肉、濃厚な風味と香りが
特長。ご家庭用の返礼品です。
4.8kg（18 ～ 26 個）

受付 10月1日〜12月10日

発送 12月10日〜12月26日

寄附金額

F01 えひめかんきつ定期便（全６回）

※平成31年総務省告示第179号第5条第8号（ロ）に該当する愛媛県共通返礼品です。

11月： 急こう配の段々畑で栽培された愛媛の温州みかんの中から選び抜か
れたブランド「日の丸みかん」

12月： 愛媛県生まれのオリジナル品種でさっぱり甘く、ゼリーのような食感が
特長の「紅まどんな」

1月： 酸味控え目、果汁たっぷりで芳醇な香りの「伊予柑」
２月： 濃厚な甘さでシャキッとした食感が特長の「甘平」
３月： みかんの中でも特に甘く、独特の香りが魅力的な「せとか」
４月： 見た目よらず、苦み酸味控え目。ジューシーで上品な甘酸っぱさが味わ

える「河内晩柑」

C09 温室みかん B42 【ご家庭用】愛媛県産せとか C06紅まどんな（4.8kg）

20,000円〜

受付終了

Ｂ８８ サンゴールドキウイと紅まどんなのセット
サンゴールドキウイは、酸味が少なく、
ジューシーな甘さが特徴です。
紅まどんなは種がなく果肉はゼリーのよ
うななめらかな食感で果汁たっぷりです。
愛媛で育ったサンゴールドキウイと紅まど
んなをぜひお楽しみください。

サンゴールドキウイ：8個入り
紅まどんな： Lサイズの場合・・6個入り

2Lサイズの場合・・5個入り

受付 11月1日〜12月11日

発送 11月下旬〜

寄附金額 15,000円〜

受付終了受付終了
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愛媛生まれのオリジナル品種。
ゼリーのようなプルプル食感で果汁
たっぷり。
ご家庭用 5kg サイズ不揃い

受付 随時

発送 12月中旬〜1月上旬

寄附金額 15,000円〜

「しずむ夕日が立ちどまるまち」愛媛
県双海町産。ゼリーのような食感、甘
い香り、ジューシーな果汁でとろける
おいしさ！ 3kg 12個（M玉）

受付 10月1日〜12月1日

発送 12月10日〜12月17日

寄附金額 16,000円〜

B40 愛果28号（ハウス栽培） B57 愛果28号 陽だまり娘

愛媛果試第28号（通称：愛
果28号）は紅まどんなと同一
の品種です。
愛果28号の中でも厳しい基
準をクリアしたものだけが「紅
まどんな」を名乗ることができ
ます。
伊予市では農家さんと直接
取引の愛果28号を返礼品に
しています。正品と食味に大き
な差はなく、自慢の愛果28号
をご提供いただいています。ぜ
ひご賞味ください。

愛果28号と紅まどんな

愛媛生まれのオリジナル品種。
ゼリーのようなプルプル食感で果汁
たっぷり。
ご家庭用 5kg 2L〜4L １５玉前後

受付 〜12月10日

発送 12月10日〜12月24日

寄附金額 18,000円〜

B83 愛果28号 5ｋｇ

愛媛生まれのオリジナル品種。
ゼリーのようなプルプル食感で果汁
たっぷり。
ご贈答用 5kg Ｌ～2L

受付 10月1日〜12月25日

発送 12月中旬〜1月中旬

寄附金額 19,000円〜

B84 愛果28号



中山栗
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長い歴史を持つ中山町の栗のなかで
も、厳しい基準を満たすものが中山栗と
呼ばれます。日本３大栗の一つに数えら
れ、幻の栗とも呼ばれます。
限定の「銀寄」はその中でも甘さや食
感が良いと人気が高い品種です。

唐川びわ
伊予市の山間部、唐川地区を中心に
栽培されているのが唐川びわです。
初夏の貴婦人と呼ばれるにふさわしい
甘さと程よい酸味。
大きな4L玉を12個お届けします。

受付時期

4月1日
↓

5月31日

発送予定

5月20日
↓

6月15日

備考

傷がつきやすいデリケートな果実ですので、届きま
したら中身をすぐに確認してください。
冷暗所で保管し、お早目にお召し上がりください。

商品名 寄附金額 お届け量

C08 唐川びわ（4Ｌ12玉） 20,000円〜 12個（4Ｌ）

果実・野菜
幻の栗とも呼ばれる中山栗や、100年
以上の歴史を持つ唐川びわなど、自慢
の農産品を紹介します。

商品名 寄附金額 限定数量

D07 中山栗（銀寄）5kg 30,000円〜 15

C10 中山栗（銀寄）2kg 20,000円〜 20

C11 中山栗 2kg 20,000円〜 ‐

受付時期

8月1日
↓

9月30日

発送予定

9月20日
↓

10月10日

受付終了

受付終了
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自然豊かな伊予市中山町で育った、
特長の異なる２品種のいちごの食べ
比べセット。各約200g（8粒）

受付 11月15日〜4月10日

発送 12月15日〜4月25日

寄附金額 10,000円〜

自然豊かな伊予市中山町で育った、
特長の異なる4品種のいちごの食べ
比べセット。 500ｇ（あまおとめ6粒、紅い

雫・さちのか・おいCベリー各3粒）

受付 11月15日〜4月10日

発送 12月15日〜4月25日

寄附金額 16,000円〜

紅白のいちご３品種のセット。お祝い
事にも最適です。
赤いいちご２品種、白いちご（白雪小
町） 1パック約250ｇ×２

受付 11月1５日〜4月10日

発送 12月15日〜4月25日

寄附金額 13,000円〜

標高800ｍの寒暖差で実がしまり
美味しくなります。昔ながらの品
種・栽培方法にこだわっています。
桃太郎トマト 1箱 約4kg（18〜24玉）

受付 7月10日〜9月1日

発送 7月15日〜9月15日

寄附金額 11,000円〜

B14 さちのか・あまおとめ
食べ比べセット

B15 いちご狩り気分４品種
食べ比べセット

B20 紅白いちご３種
食べ比べセット

B14 なつかしの旨味桃太郎トマト

袋培地で根を制限し水管理をし、甘味、
酸味のバランス良く育てました。トマト
嫌いが食べられる美味しいトマトです。
170～200g×10袋（カラー入り３程度）

受付 １１月1日〜３月15日

発送 １2月1日〜４月15日

寄附金額 10,000円〜

B81 ミニトマト・カラートマト食べ比べ
セット10袋

受付終了



愛媛県産伊予柑、みかん、キウイ、山形県産さくら
んぼ、青森県産りんごの5種類の果汁と果肉入りの
カップゼリー詰め合わせセット。

スイーツ
愛媛県産柑橘やキウイ、栗などの果物を
使ったものから、老舗のこだわりの逸品まで、
さまざまなスイーツを紹介します。

B35
まるごと果樹園ゼリー詰合せ

1個120g 12個入り 伊予柑・みかん 各3個
キウイ、さくらんぼ、りんご 各２個

魅力的な香りと、濃厚な甘みが特徴
の「せとか」の飲むゼリー。果肉をミン
チにして入れています。

受付 随時

寄附金額 10,000円

内容 飲むゼリー 150g×8個

伊予柑を最もおいしい時期に採り入
れ、じっくり熟成。まるごと詰め込んだ
贅沢なカップゼリーです。

受付 随時

寄附金額 10,000円

内容 カップゼリー 155g×12個

愛媛のブランド柑橘の甘平、紅まどん
な、せとかの飲むゼリーをセットにしま
した。（6月15日～8月10日発送）

受付 4月1日～7月30日

寄附金額 20,000円

内容 それぞれ150g×４
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紅まどんなの果肉を入れた飲むゼ
リーです。濃厚な甘みと優しい酸味を
ギュッと閉じ込めました。

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 飲むゼリー 150g×8個

紅まどんな果肉と愛媛県産みかんの
果汁を入れて、柑橘のおいしさを詰め
込んだ一品です。

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 カップゼリー 155g×8個

愛媛の高級柑橘「紅まどんな」を使っ
たカップゼリーと飲むゼリーをセットに
しました。

受付 随時

寄附金額 20,000円〜

内容 カップ、飲むゼリー各6個

B28 紅まどんなのゼリーセット B33 紅まどんなのゼリー C13 紅まどんなゼリーセット

受付 随時 寄附金額 10,000円〜

B29 せとかのゼリー B34 寒づくり伊予柑ゼリー C12 愛媛の特選柑橘飲むゼリーセット

受付終了



① 愛媛県産の果肉も果汁もたっぷりな３種類の
柑橘ゼリーを１箱にまとめたセット

② 愛媛県産と国産フルーツの果肉も果汁も
たっぷりな5種類のゼリーのセット

上記二つを一箱ずつセットにした豪華な詰合せ
セットです。
フルーツの果肉と果汁が閉じ込められており、さっ
ぱり食べられます。冷やして食べるのがおすすめ！

C28 ゼリー 愛媛の柑橘
詰め合せセット

① 伊予柑ゼリー（120g）×4個
紅まどんなのゼリー（155g）×4個
しらぬひゼリー（120g）×4個

計12個
② 伊予柑ゼリー×3個
みかんゼリー×3個
りんごゼリー×2個
キウイフルーツゼリー×2個
さくらんぼゼリー×2個

計12個（各120g）

受付 随時 寄附金額 20,000円〜
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B80 なかやまロマンと別子飴

栗を練りこんだようかんを、ふんわりと焼き上げた
スポンジ生地ではさんだ「栗シベリアン」。
クッキー生地に栗を乗せ、さくさくとした口当たり
が楽しめる「栗フロランタン」。
伊予市産の栗を使用した2種の焼き菓子と、別
子飴本舗の看板商品である別子飴をセットにしま
した。

伊予栗なかやまロマン
（栗シベリアン2個、栗フロランタン2個）×2
別子飴100ｇ

受付 随時 寄附金額 11,000円〜



まんじゅう屋 久保
伊予市中山町のまんじゅう屋 久保で
は、愛媛県産の栗・小麦や養鶏場から
仕入れる新鮮な卵など地元材料にこだ
わって丁寧に作られています。
地創業以来の伝統の味を大切に守り
続け、地元で愛されるまんじゅう屋です。

中でも、看板商品の「栗千樹」は厳
選された大粒の栗が丸ごと１個入って
います。
手に持つとずっしりと重みを感じ、栗
の本来の香りを味わえる上品な甘さ。
大きくて贅沢なおまんじゅうです。
伊予市のブランド認定品でもある
「栗千樹」をぜひご賞味ください。

C16 まんじゅう屋久保の
栗まんじゅうセット 大

B39 まんじゅう屋久保の
栗まんじゅうセット 小

寄附金額 20,000円〜 寄附金額 10,000円〜

遊栗まんじゅう 5個
栗まん ５個
栗パイ 3個
栗まんじゅう 3個

受付 随時受付 随時

栗千樹 ３個
遊栗まんじゅう 5個
栗まん 5個
栗の里 4個

栗パイ 4個
さつま芋パイ 4個

合計 25個 合計 16個
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受付 随時 寄附金額 20,000円〜

C16 栗千樹 １５個入り

受付 随時 寄附金額 14,000円〜

B89 栗千樹 １0個入り



an’ patisserie 七日

老舗の餡子屋「石田製餡所」が手掛け
た餡子を使ったお菓子の専門店。
餡子を使ったマフィンやパウンドケーキ
といった洋菓子が人気です。
無限に広がるあんこの魅力を幅広い世
代に伝えたい。an‘patiｓseｒie七日の
「餡子の洋菓子」をお届けします。

B12 七日の餡スイーツギフト

寄附金額 15,000円〜

受付 随時

愛媛県産甘夏スティックを使用したチョコテリーヌ
瀬戸内産のネーブルをあしらったマフィン
優しい味のクッキー
を詰め合わせました。

（株）金沢製菓
テレビの全国放送で取り上げられたこ
ともある、ポン菓子の専門店。愛媛では
方言でパットライスとも言います。
愛媛県産の大粒でサクサクした食感
のお米にオリジナルブレンドの水飴を使
用。こだわりの逸品です。

パットライス（プレーン、いちご、甘夏、
珈琲、紅茶アールグレイ、グリーン
ティ各１個）

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

コメオコシ個包装タイプ（うすしお8
枚・黒糖8枚・いちご7枚・柚子7枚）

受付 随時

寄附金額 14,000円〜

【ふるさと納税限定品】
コメオコシ、パットライスのおススメ商
品・新商品詰合せBOX！

受付 随時

寄附金額 20,000円〜

B63 PONGASI 結 B64 PONGASI 華 C21 PONGASIご家庭用詰合せBOX
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郷土銘菓の店 こんだ

市役所のすぐそばにある、地域に愛さ
れる和菓子店「こんだ」。いい材料にこ
だわり、一つ一つ真心こめた手作りのお
菓子がショーケースに並びます。
伊予市ブランド認定品を中心としたオ
ススメ詰め合わせをご用意いたしました。
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受付 随時 寄附金額 11,000円〜

B82  伊予の味だより 銘菓つめ合せ
五色のねがい石 ４個 郡中ぽてと 6個 みかん娘 4個

五色のねがい石

伊予市の五色浜に残る五色姫伝説をモチーフにした彩り豊
かなお菓子。五色の石を小豆、青えんどう豆、白いんげん豆、
スイートコーン、栗で表現しています。それらをじっくり煮込んで
蜜付けされた国産小豆で包んでいます。
食品添加物不使用で素材本来の味が楽しめます。縁起がよ
い名前でご贈答にもぴったりです。

郡中ぽてと

さつまいも本来の甘みを楽しめるしっとり滑らかな舌ざわりの
焼き菓子です。
材料のさつまいもは愛媛県内の契約農家で作られ、みずみ
ずしさを保つため、収穫直後のものが使われています。２段階
に分けてじっくりと焼き上げ、さつまいも本来の旨味、甘みを引
き立てています。

みかん娘

甘く芳醇なバターの香りとさわやかなみかんの香りの焼き菓
子です。
包みのホイルをほどくと広がるバターの甘い芳醇な香り。ひと
口食べると白あんに練りこまれたみかん果汁の香りが絶妙な
ハーモニー。
愛媛らしさを感じていただける逸品です。



伊予市産果物使用 八木商店のドライフルーツ

ドライフルーツ・乾燥野菜の製造販売業を営んでいる八百屋「八木商店」。
「きれいなドライフルーツ」をモットーに、見た目も美しいドライフルーツを取り扱っ
ています。栄養価を損なうことなく酵素を生かして乾燥しておりますので、いつまで
も美味しく頂けます。

受付 随時 寄附金額 10,000円〜

B86 無添加ドライフルーツ(柿・富士柿)セット

柿と富士柿の無添加ドライフルーツです。
お酒との相性が良い柿は、赤ワインとの相性がとてもよく、
お酒を呑まれる方に好評です。
・乾燥柿(内容量:20g入)
・乾燥富士柿(内容量:20g入)

受付 随時 寄附金額 10,000円〜

B87 無添加ドライフルーツ(スイカ・イチゴ)セット

乾燥するには難しいスイカとイチゴの無添加ドライフルーツ
です。
厳選したスイカとイチゴの美味しさをそのまま活かし、他に
はない美味しさを追求しています。
・乾燥スイカ(内容量:3枚入)・乾燥イチゴ(内容量:10g入)
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伊予市双海町下灘の閏木醤油工場は大正１２年
創業。代々受け継いできた昔ながらの製法で丹精
込めて醤油を作っています。
味は愛媛らしいやや甘め。特に３年熟成の三歳醤
油はとろみのある上品な味わいで、刺身醤油として
地元に愛されています。
愛媛出身のプロゴルファー松山英樹も全米ツ
アーで携行していた、伊予市双海町なじみのお醤
油です。

食 品 類 素朴で、どこか懐かしい。
伊予市の「おいしい！」をお届けします。

閏木醤油工場のお醤油セット

双海町上灘の浜のお母さんたちが熟
練の技で作る双海じゃこ天。魚の旨味
を閉じ込めた絶妙食感。
じゃこ天５枚、ハート形のラブじゃこ天
１枚を３つセットにしてお届けします。
受付 随時

寄附金額 12,000円
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だし醤油・濃口醤油・うす口醤油
各１Ｌ

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

濃口醤油、淡口醤油、三歳醤油、ゆず
ぽん酢、だし醤油 各360ｍｌ

受付 随時

寄附金額 11,000円〜

だし醤油1L×2本、
濃口醤油・うす口醤油 各１L
三歳醤油・ゆずぽん酢 各360ml

受付 随時

寄附金額 17,000円〜

B16 閏木醤油3本セット B17 閏木醤油ギフトセット B18 閏木醤油6本セット

B09 双海じゃこ天・ラブじゃこ天セット



Bejoyオリジナルブランド『松山どり』

伊予市内の指定農場で生産から加工・販売まで一元管理し、休薬期間を法的
に定められている7日から10日に延長することにより、従来与えていた抗生物質
等の投薬量を大幅に少なくすることで安心・安全な鶏肉をお届けすることができ
ます。
また、飼料に様々なハーブ・スパイスから抽出した有効成分を組み合わせたエッ
センシャルオイルを転嫁することにより、鶏自身の成長促進・健康保持・病原予防
等に貢献して、鶏肉独特のにおいのない美味しい鶏肉に仕上がっております。
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松山どりプレミアムチキンカツ
1袋当たり10枚入りｘ3（計30枚）
夕食やお弁当等どんな時でも使いやすいプレミア
ムチキンカツをぜひご賞味ください。

B77
プレミアムチキンカツ

受付 随時 寄附金額 12,000円〜

・松山どりふっくら唐揚げ(ムネ肉) 約400ｇｘ1
・松山どりとり天(ササミ) 約450ｇｘ1
・松山どりスタミナ唐揚げ(モモ肉) 約400ｇｘ1
・松山どり味付けスティック(手羽中) 約400ｇｘ12

B78
こだわりの唐揚げ4種セット

受付 随時 寄附金額 12,000円〜

・松山どりモモスモークｘ1
・松山どりモモパストラミｘ1
・松山どりムネスモークｘ1
・松山どりムネパストラミｘ1 各約130ｇ

B79
スモークチキンセット

受付 随時 寄附金額 11,000円〜



藤田養蜂場
ミツバチは寒さに弱く、活動時間が短
いことから、寒い季節に蜂蜜をとることは
難しいとされています。
びわの花の開花時期は１２月から１月。
芳醇な香りが移り、深いコクと濃厚な甘
さの希少なびわ蜜をぜひご賞味ください。
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びわ蜜、みかん蜜 各500g

受付 随時

寄附金額 24,000円〜

びわ蜜２本セット 各300ｇ

受付 随時

寄附金額 18,000円〜

びわ蜜、みかん蜜、野の花蜜 各180g

受付 随時

寄附金額 15,000円〜

B38 藤田養蜂場はちみつセット
（びわ蜜×２本）

Ｃ１５ 藤田養蜂場はちみつセット
（びわ蜜・みかん蜜）

B37 藤田養蜂場はちみつ食べ比べ
セット（びわ蜜・みかん蜜・野の花）

びわ蜜 12月から１月にかけて採れる枇杷の花の香りが残り独特な風味
みかん蜜 ５月に咲く真っ白でカワイイみかんの花から採れる食べやすい蜂蜜
野の花蜜 ６月のいろいろな花から採れる百花密

藤田養蜂場のびわ蜜は2018年の「HONEY OF THE YEAR」で国産部門
優秀賞を獲得しました！

品切れ中品切れ中
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【愛媛県産大豆１００％使用】
濃厚かつ糖度17％以上。とろける食
感で豆腐の概念を覆す逸品です。

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 （豆腐250ｇ、たれ20ｇ）×6

【愛媛県産大豆１００％使用】
ぶっかけおぼろ豆腐（豆腐250ｇ、添付たれ20ｇ）×4
枝豆豆腐（250ｇ）×1、ごま豆腐（250ｇ）×1
にがり豆腐（400ｇ）×1

受付 随時

寄附金額 11,000円〜

内容 上記

【愛媛県産大豆１００％使用】
ぶっかけおぼろ豆腐（豆腐250ｇ、添付たれ20ｇ）×4
枝豆豆腐（250ｇ）×2、ごま豆腐（250ｇ）×2、にがり
豆腐（400ｇ）×2、すくい豆腐（250ｇ）×2、絹厚揚げ
（250ｇ）×2

受付 随時

寄附金額 16,000円〜

内容 上記

瀬戸のいわし煮・やわらか黒酢南蛮・
漁師のふりかけ・アーモーンドフィッ
シュ

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 上記

はぎロール55g・炙りえいひれ55g・
炙り小いわし64g・こんがり焼あじ
70g・国内産焼めざし50g

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 上記

ティーバッグ方式の和風だしです。簡
単に本格的なだしをお楽しみいただ
けます。化学調味料・保存料不使用。

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 (8gｘ20袋)ｘ2パック

無農薬で育てたブルーベリー、自然
栽培のレモン果汁、ミネラル成分の多
い洗双糖で作りました。
※なくなり次第終了

受付 9月1日〜

寄附金額 10,000円

内容 150ｇ×３本

自社で生産した栗を使用。パンにつ
けるとバターの塩味とのバランスが最
高です。
12月1日〜6月1日発送。

受付 11月1日～5月1日

寄附金額 8,000円

内容 １５０ｇ×２個

自社で生産した栗を使用し、添加物
は一切使用せずに加工。甘さ控えめ、
栗の風味がたっぷり楽しめます。
12月1日〜2月1日発送。

受付 11月1日～1月30日

寄附金額 11,000円

内容 ２００ｇ×２個

Ｂ52 ぶっかけおぼろ豆腐6食セット Ｂ55 豆腐4種セット Ｂ56 お豆腐6種セット

Ｂ43 瀬戸内団欒セット Ｂ44 自慢の逸品！珍味セット Ｂ45 愛媛満喫！だしセット

Ｂ13 ブルーベリージャム A01 栗ジャム Ｂ04 栗の甘煮



自社製粉の挽き立てのそば粉、小麦
粉、食塩のみを使用して製麺、じっくり
乾燥させた風味豊かな乾麺。

受付 随時

寄附金額 12,000円〜

内容 270ｇ×8束

四国産の生乳を使用したクリーム
チーズを、薄皮の魚肉シートでサンド。
クリームチーズの豊かな風味。

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 45ｇ×10袋

「釜揚げしらす」を原料とし、味付けは、
ご飯のお供にぴったりの醤油味。
着色料・香料 不使用。

受付 随時

寄附金額 12,000円〜

内容 ひじき（60ｇ）、山椒（60ｇ）、のり（130ｇ）

最高品質の “エクストラバージンオ
リーブオイル” に、瀬戸内海産の “ち
りめん” を漬けました。

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 ほんのりみかん、トマトバジル、和風 各100g

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 上記

特許取得のはだか麦ミックス粉を使
用。食物繊維たっぷりでふわふわもち
もち。内容は季節によって変わります。

受付 随時

寄附金額 15,000円〜

内容

上記

B03伊予中山茶屋そば ８束セット B72 クリームチーズサンド １０袋 B73 瀬戸内しらす３本セット

B74 ＯＬＩ・ＪＡＣＯ（オリジャコ）
B66 【愛媛県産大麦（はだか麦）使用】

Ｏｈ！麦パン ４～５個セット
B66 【愛媛県産大麦（はだか麦）使用】

Ｏｈ！麦パン 6～7個セット

特許取得のはだか麦ミックス粉を使
用。食物繊維たっぷりでふわふわもち
もち。内容は季節によって変わります。
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華削りむろあじ50g×2
華削りたれいわし77g×1
伊予名産花かつお50g×1

受付 随時

寄附金額 9,000円〜

内容

受付 随時

寄附金額 10,000円〜

内容 ２00g

A03
出汁文化のまち伊予の削り節セット

B85
出汁文化のまち伊予の乾しいたけ

農薬・肥料を使用しない原木栽培
100％のしいたけのみを乾燥させまし
た。水で戻すと大きくて肉厚です。

上記



ー19ー

丁寧にとったはもの出汁とはもの身が
入っています。生姜がふわっと香り、ハ
モの上品な味わいがクセになります。
添加物不使用。

受付 随時

寄附金額 13,000円〜

内容 （2合炊き用・360g）×3

ハモフィレ（骨切済）400g、じゃこ天 ２枚、マナ
ガツオ西京漬け １尾、炊き込み鯛めし２合炊き
セット（炙り真鯛切り身120g+だし60g）、ハモ
ちり鍋だし 400g/パック、ゆずポン酢醤
360ml 双海の海の幸を味わう贅沢なセット

B06 双海・下灘のはもごはん
３パックセット

C04 双海の海の幸 贅沢BOX

受付 随時

寄附金額 21,000円〜

内容 上記

下灘の鱧（はも）
伊予市双海町下灘の豊田漁港は全国でも
屈指の鱧の水揚げ高で、関西を中心に出荷さ
れています。骨切りを施し、湯引きなどとして食
されています。
身はもちろんおいしいのですが、骨などから
も上質な旨味を感じる上品な出汁が取れます。
地元では湯引きはもちろん、フライやてんぷら
など幅広い調理法で親しまれている食材です。
ぜひ一度ご賞味ください。
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愛媛県のブランド養殖真鯛『八幡鯛』
と『八幡鰤』をそれぞれたっぷり使用
した混ぜご飯の素のセット。

受付 随時

寄附金額 14,000円〜

内容 各２個

洗ったお米二合と本品の中身をすべ
て炊飯器に入れ炊飯。簡単に本格的
なパエリアがいただけます。

受付 随時

寄附金額 12,000円〜

内容 460ｇ（2合用）×2箱

宇和島のじゃこ天を使用したじゃこ天
ご飯、愛媛の美味しい「ひめの凛」の
玄米と白米レトルトご飯のセットです。

受付 随時

寄附金額 12,000円〜

内容 各４個

ひみつのみかんゼリー 陳皮とはちみ
つ入り、ひみつのみかんゼリー 房ごと
果肉とはちみつ入り 各4個

受付 随時

寄附金額 15,000円〜

内容 上記

瀬戸内しらすのペペロンチーノ・フィジリ ２個
松山どりのクリームリゾット（もち麦入り） 2個
瀬戸内蛸とオリーブのジェノベーゼ・フィジリ 1個
瀬戸内鯛めし １個

受付 随時

寄附金額 21,000円〜

内容 上記

①冷凍皮無しロイン片身（約350ｇ前後）
②冷凍皮付きロイン片身（約450ｇ前後）
③冷凍兜 １尾分（約300ｇ前後）

受付 随時

寄附金額 18,000円〜

内容 上記

特製の昆布とかつおの出汁にさっと
「しゃぶしゃぶ」してお召し上がりくだ
さい。シメの雑炊もおすすめ！

受付 随時

寄附金額 26,000円

内容 養殖真鯛スライス、出汁

付属のトッピングと鯛の刺身に特製の
タレを絡め、お好みで生卵をといて、
ご飯にかけてお召し上がりください。

受付 随時

寄附金額 22,000円〜

内容 養殖真鯛スライス、出汁ほか

レンジでチンするだけ！たっぷり3人
前！甘辛く炊いたかぶと煮は、ごはん
にもお酒にもぴったり。

受付 随時

寄附金額 21,000円〜

内容 鯛頭・半個×３

Ｂ47骨までおいしく食べられる
「たいめし」「ぶりめし」４個入

Ｂ48愛媛真鯛の
みかんパエリアの素 2個入 Ｂ49 愛媛のご飯セット 12個入

B50 ひみつのみかんゼリー 8個入
C17 SETOUCHI BAL 
ごちそうカップ・デリ 6個入

B10 愛媛県産養殖真鯛フィレ2枚
（お頭付き冷凍）

C18 宇和海産真鯛の
鯛しゃぶセット（3人前）

C19 宇和海産真鯛の
鯛めしの素セット（3人前）

C20 宇和海産真鯛の
鯛かぶと煮セット（3人前）

※このページの返礼品は平成31年総務省告示第179号第5条第8号（ロ）に該当する愛媛県共通返礼品です。



伊予市唐川地区はびわ栽培で有名です。ポリフェノー
ルの多い品種を選定し、農薬を使用しないお茶専用の
園地から、選りすぐった葉のみを使用しています。
びわ葉茶に使う葉は、果実を収穫しない木から収穫さ
れます。養分が葉に良く行き渡り、良質な『びわ葉茶』に
なります。美しいロゼ色のお茶をお楽しみください。
カフェインゼロで、添加物不使用です。

飲料・お酒 伊予市唐川特産の唐川びわ葉茶、柑橘
ジュース、愛媛県のお酒セットなど

B70 唐川びわ葉茶ティーパック
（5g×12個入り）3袋
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愛媛県伊予市で栽培された紅まどん
な（主に小玉）をそのまま搾った無添
加のストレートジュースです。

受付 随時

寄附金額 12,000円〜

内容 720ｍｌ瓶２本

天晴みかんジュース720ml 1本
宗方印みかんジュース720ml 1本

受付 随時

寄附金額 13,000円〜

内容 各720ｍｌ

B11 紅まどんなジュース
（ストレート）「橘」２本セット

B21 【数量限定】
愛媛県産みかんジュース2本セット

受付 随時 寄附金額 11,000円〜

※B21の返礼品は平成31年総務省告示第179号第5条第8号（ロ）に該当する愛媛県共通返礼品です。

C05 Coucher du soleil
（クシュドゥソレイユ）３本セット

「Cousher du soleil（クシュドゥソレ
イユ）」とはフランス語で「夕日」とい
う意味。
「しずむ夕日が立ちどまるまち」
双海町のその年に収穫されたみかん
の搾りたてジュース。
2022年物解禁。
今年は「温州」「甘平（かんぺい）」
「不知火（しらぬい）」の３種類を搾汁。
甘み、酸味、濃厚さなどの違いを飲み
比べてお楽しみください。

受付 随時

寄附金額 21,000円〜

内容 各720ｍｌ

品切れ中
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①石鎚酒造「純米吟醸 プリンセスミチコ」
② 桜うづまき酒造「桜風 純米吟醸」
③ 西本酒造「大番 しずく媛 純米大吟醸」
各720ml

受付 随時

寄附金額 20,000円〜

①栄光酒造「金熟」１本720ml
②梅美人酒造「太陽のJEWEL」
③ 協和酒造「七折小梅梅酒」
④ 酒六酒造「木蝋の灯」各500ml

受付 随時

寄附金額 23,000円〜

C25 愛媛県酒造好適米「しず
く媛」で醸した酒比べ

C26 愛媛県産
「果実系リキュール」飲み比べ

D11 プレミアム大吟醸の部
金賞受賞酒 至高の酒セット

①石鎚酒造「純米大吟醸」
② 梅錦山川「純米大吟醸 白鶴錦」
③ 八木酒造部「純米大吟醸 松山三井」
各720ml

受付 随時

寄附金額 30,000円〜

※上記の３商品は平成31年総務省告示第179号第5条第8号（ロ）に該当する愛媛県共通返礼品です。

水口酒造 道後ジン 六媛

愛媛が育んだ六種のお姫（媛）様のような産品
を使用して、愛媛県産素材のボタニカル使用に
こだわった＜スピリッツ＞クラフトジン「道後ジン
六媛」が誕生しました。
白ワインを思わせるようなフレッシュかつ、甘く華
やかな香りと、栗・はだか麦由来の香ばしい香り
ジン特有のスパイス由来のキレのある味わいと、
ほのかな甘みを感じる味わいをお楽しみください。

B01 道後ジン 六媛 200ml

C02 道後ジン 六媛 500ml

B02 道後ジン 六媛・トニックセット（G6-200）
道後ジン 六媛 200ml×1本、
フィーバーツリー プレミアムトニックウォーター 200ml×2本

C03 道後ジン 六媛・トニックセット（G6-500）
道後ジン 六媛 500ml×1本
フィーバーツリー プレミアムトニックウォーター 200ml×2本

受付 随時 寄附金額 10,000円〜

受付 随時 寄附金額 20,000円〜

受付 随時 寄附金額 13,000円〜

受付 随時 寄附金額 23,000円〜

※上記の4商品は平成31年※総務省告示第5条第8号（イ）に該当する共通返礼品です。



観葉植物 人気の多肉植物「アガベ」を各種ご用意し
ております。
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人気品種おまかせ5ポットセット
3.5号（10.5cm）セラアート鉢入り

受付 随時

寄附金額 20,000円〜

人気品種おまかせ3ポットセット 5号
（15cm）黒鉢
安心の中株ですので、すぐに庭植え
にできます。

受付 随時

寄附金額 22,000円〜

C22  アガベ 人気品種おまかせ
3ポットセット 5号黒鉢

C01 アガベ 人気品種おまかせ
5ポットセット 3.5号黒鉢

D08 アガベ プレミアム品種
2ポットセット 5号黒鉢

プレミアム品種2ポットセット 5号
(15cm)黒鉢
ハイブリッド及び実生選抜メリクロン
株の人気品種を厳選しました！

受付 随時

寄附金額 30,000円〜

アメリカのユタ州に自生する希少品種。
青い硬質の葉を持ち、ワイルドなフォ
ルムが人を惹き付けます。

受付 随時

寄附金額 30,000円〜

葉の先端に綿毛が付くとても希少な
アガベ。
流通は極僅かで原産地は公開されて
いない程に大切に扱われる品種。

受付 随時

寄附金額 24,000円〜

C24 アガベ アルボピローサ
3.5号黒鉢

D09 アガベ ユタエンシス＆
ユタエンシス・カイバベンシス

3.5号黒鉢 各１ポット

C23 アガベ チタノタ「ブラック＆
ブルー」3.5号黒鉢

数あるアガベの中でも高い人気を誇
る品種。
漆黒の棘と青い葉、ボール型のフォル
ムが相重なって美しいです。

受付 随時

寄附金額 20,000円〜

品切れ中



愛媛県伊予市の自社工場（クリーンルーム）にて製
造から出荷まで一貫して行っています。
お米を35％配合したプラスチックを用いたボディの
エコでサステナブルな歯ブラシ。毛先は性能のよい
スパイラル毛を採用し奥まで汚れをかき出します。

ピンク、グリーン、ホワイトの３色 各４本セット

日 用 品 お米でできた歯ブラシやコロナ禍で必需
品となったマスクなどをご紹介します。

Ｂ62 お米でできた歯ブラシ
キラグリン 12本セット（3色×4本）
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受付 随時 寄附金額 10,000円〜

不織布マスク 50枚×４箱 サイズは標準的な175×95ｍｍです。それぞれワン
ポイントロゴが入っています。

Ｂ58 不織布3層マスク Japan桜 Ｂ59 不織布3層マスク みきゃん 白

Ｂ60 不織布3層マスク みきゃん
ペールオレンジ

Ｂ61 不織布3層マスク 四国ご当地セット

受付 随時 寄附金額 10,000円〜
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片面ガーゼ調のタオルを使用してい
るので薄くても吸水性抜群。ハンカチ
として使用することも可能です。

受付 随時

寄附金額 18,000円

内容 ５枚セット（色指定不可）

吸水性抜群で、通気性もよく、まるで
呼吸しているようなタオルです。今治
ブランド、日本アトピー協会推薦品。

受付 随時

寄附金額 17,000円

内容 バスタオル1枚（※白・紺の2色から選択。）

耳ありのキノコ型でお顔にフィットする
使いやすい、今治タオルブランドネー
ムのフェイスマスクです。

受付 随時

寄附金額 13,000円

内容 タオル美肌湯パック 1枚

愛媛の森と柑橘の精油の香りを最大
限に引き出したアロマオイル。温かな
湯気をイメージしたリラックスの香り。

受付 随時

寄附金額 16,000円

内容 Kie yuge 1本（3ml）

愛媛の森と柑橘の精油の香りを最大
限に引き出したアロマオイル。はじける
泡のようなすっきりリフレッシュの香り。

受付 随時

寄附金額 16,000円

内容 Kie awa 1本（3ml）

洗って繰り返し使用できるシルクマス
クとシルク成分を配合したハンドソー
プのセットです。

受付 随時

寄附金額 15,000円

内容
マスク１枚（Ｓ・Ｍサイズ選択）
ハンドソープ 内容量300ｍｌ

B22 PLATINUM
WET TOWEL B23 呼吸するタオル・バスタオル B24 タオル美肌湯パック

B26 ナチュラルフレグランスアロマ
Kie yuge

B26 ナチュラルフレグランスアロマ
Kie awa B51 マスク・ハンドソープ

※以下の返礼品は平成31年総務省告示第179号第5条第8号（ロ）に該当する愛媛県共通返礼品です。

ティーパックのような袋に入った米ぬ
かをお風呂に入れて揉みこむだけ。米
ぬか酵素をご自宅のお風呂に入れて、
体の冷え取りをしませんか？
受付 随時

寄附金額 10,000円

内容 上記

B68 おうちで酵素まる11パック
＆神宝塩クレイソルト



工芸品等 伊予市の職人が手掛けた家具、置物などの
逸品をご紹介します。
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家具屋アカトシロ
ゴイチⓇ
座る・足置き・うつぶせ・肘置き・まくら
大きく「5つの機能」がある低座椅子。
座面には、普段使いやお気に入りのフェイ
スタオルを「1枚かける」ことができ、その日
の気分やタオルが汚れた時など、簡単に着
せ替えできます。

意匠登録済・実用新案登録済・商標登録済

レザー地
座面生地に合成皮革を使用

E01 ゴイチⓇレザー（オレンジ）
E02 ゴイチⓇレザー（グリーン）

受付 随時

寄附金額 80,000円〜

スエード地
座面生地に合成皮革を使用

E03 ゴイチⓇスエード（オレンジ）
E04 ゴイチⓇスエード（グリーン）

受付 随時

寄附金額 90,000円〜
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ＫＵＳＵＤＡＭＡ
座面生地に凸凹のある張地を使用

E05 ゴイチⓇ KUSUDAMA（グリーン）
E06 ゴイチⓇ KUSUDAMA （グレー）
E07 ゴイチⓇ KUSUDAMA（ピンク）

受付 随時

寄附金額 80,000円〜

受付 随時

寄附金額 12,000円〜

B46 ニッポンノシキⓇ

国産木材「ヤマザクラ材」を使用
した一輪挿しです。

ニッポンノシキⓇ
3つの木製パーツと試験管を自由に組み合わせて、好きなカタチで草花を飾ったり、
小物の台座にしてもいいです。玄関先やキッチン、お手洗いなどの小さなスペースで、
和やかな空間づくりを楽しめます。

B54 ニッポンノシキⓇ ミドリ

受付 随時

寄附金額 11,000円〜

愛媛県産「ひのき材」を使用した
一輪挿しです。「うづくり」「無塗
装」仕上げ。木目・香りをお楽し
みいただけます。

B53 ニッポンノシキⓇ アオ

受付 随時

寄附金額 13,000円〜

愛媛県産ひのき材を、広島県福
山市のデニム生地メーカー、カイ
ハラ株式会社の染料の藍（イン
ディゴ）で染めました。
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受付 随時

寄附金額 15,000円〜

B07 シマエナガの一輪挿し

ぷっくりと可愛いシマエナガのか
たちを天然木で表現しました。頭
には試験管をさして、お花を。

D02 木製雛人形

受付 随時

寄附金額 30,000円〜

可愛い木製お雛様。寄木で作っ
たお衣装をまとい、お内裏様とお
雛様ふたりで春を待っています。

D01 木製鯉のぼり

受付 随時

寄附金額 40,000円〜

天然木の色見を生かしたコンパ
クトな鯉のぼりです。それぞれの
樹種で経年変化が楽しめます。

受付 随時

寄附金額 15,000円〜

B08 栗の木の紙コップホルダー
2個セット

栗の木の紙コップホルダー。
205ml(7oz)カップに対応。取手
には人気のウォルナット材使用。

F02 オーダーメイドゴルフクラブ

受付 随時

寄附金額 500,000円〜

エミリッドバハマCV8 REVEイン
パクトボロンリボルバー
申し込み後、制作事前アンケート
を送らせていただきます。

D13 蚊取り線香ホルダー

受付 随時

寄附金額 40,000円〜

キャンプやウッドデッキなど屋外
用の蚊取り線香ホルダー。特殊
な輸入ネジなどを溶接し製作。重
厚感あるメタルアートです。

Ｅ０８ 栗の木のスツール

Ｃ３１ オーク材の鳥のモチーフ
MサイズSサイズ2個セット

Ｃ30 ウォルナットとアッシュ材
のティッシュケース

受付 随時

寄附金額 20,000円〜

幸せの象徴の鳥モチーフ。北欧
テイストのお部屋づくりに。ティー
スハンガーで壁掛けできます。

受付 随時

寄附金額 25,000円〜

箱ティッシュを本体に入れて上蓋
を置くだけのシンプルなデザイン
で仕上げました。

受付 随時

寄附金額 55,000円〜

温かみのある色合いで、しっかり
とした木目の栗の木。
面取りされ丸みを帯びたデザイ
ンです。
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受付 随時

寄附金額 13,000円〜

B25 砥部焼 染付草文様風鈴

伸びやかな夏草を描いた風鈴で
す。高温で焼成された砥部焼は
涼やかな音色で夏を彩ります。
【受注生産】

D03 砥部焼 フワリトシリーズ
かさねて

受付 随時

寄附金額 30,000円〜

砥部焼の優しい白い生地を生か
し、シンプルでありながら華やか
に花をイメージして製作したうつ
わです。【受注生産】

※左の２品は平成31年総務省告示第
179号第5条第8号（ロ）に該当する愛媛
県共通返礼品です。

ランタンスタンド(Hades)

ハンマーで地面に打ち込んで使うランタンスタンド。
打ち込みポールは、強度と存在感を出すために異形
鉄筋の16ｍｍを使用。はめ込みハンガーは、異形鉄
筋のD13(13mm)を約45°に曲げ加工。フックの大
きさは、約50mmでオリジナルにデザインしてレー
ザー加工を施しています。（ランタンは付属しません）

受付 随時 寄附金額 25,000円〜

C29 ランタンスタンド short (Hades) 全長約1160ｍｍ

受付 随時 寄附金額 30,000円〜

D14 ランタンスタンド (Hades) 全長約1820ｍｍ

Ｆ03 焚火台（Ｏｄｉｎ）

受付 随時 寄附金額 110,000円〜

頑丈な鉄製の回る焚き火台で溶接加工で製作してい
ます。
工具は不要で、スタンドに軸棒を固定し、本体を差し
込み完成。トングなどで回して炎をお楽しみください。
本体の中にスタンドや軸棒が収納できます。取り外し
可能なチェーンを付属しています。片付けや移動の時に
便利です。専用の収納用の巾着袋に入れてお届けしま
す。
意匠権登録済



その他セット商品など
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B05 下灘駅を感じる珈琲セット

海に１番近い駅として有名な下灘駅。
その目の前に佇む小さなコーヒースタンド、下
灘珈琲。
オリジナルドリップパック５つと、駅をモチーフ
にしたかわいいステッカー５種、そして下灘珈
琲ストージョが入った下灘駅を感じられるふる
さと納税限定の贅沢なギフトセットです。
オリジナルストージョをもって、下灘駅を訪れ
てみませんか？

※ストージョの色指定はできません。

受付 随時

寄附金額 15,000円

B65 元気が出る！迎春セット

全て伊予市内で育った竹や花木でセットしたミニ門松、伊予市中山町の特産栗で作った、縁
起のいい勝栗御守をお届けします。

栄養たっぷりの甘酒や蜂蜜で、忙しい年末を乗り切りましょう！

セット内容
ミニ門松セット（一対）・勝栗御守１ヶ・温州ミカン、むろあじ（削り節）50ｇ・甘酒１本
野の花蜜300ｇ

受付 12月10日まで 寄附金額 18,000円〜
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D12 伊予市双海町おすすめセット

伊予市でしか買えない商品、伊予市のオスス
メお土産を詰め合わせました。
道の駅ふたみのオリジナルセット商品です。

閏木醤油の三歳醤油、だし醤油、濃口醤油
はもごはんの素
びわ葉茶
瀬戸のいわし煮
上灘共栄網のいりこ
ふんわりチーズの花ふぶきプレーン
しらすぞうすい
栗千樹
Cousher du soleil（クシュドゥソレイユ）

受付 随時

寄附金額 30,000円
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愛媛県出身の漫画家 能田達規先生から
蜜柑をモチーフに生まれたオ～レくん、たま
媛ちゃん、伊予柑太のキーホルダー

受付 随時

寄附金額 7,000円

内容 約90mm×90mm

大人気の愛媛FCフラッグのスモール
サイズ！タオルマフラーと併せて、スタ
ジアム、画面の前で選手の後押しを！

受付 随時

寄附金額 12,000円

内容

強く・可愛く・たくましく
伊予（愛媛県）を代表する三柑です！！
ぬいぐるみ3体セット

受付 随時

寄附金額 30,000円

内容 24ｃｍ ポリエステル製

A02 愛媛FC伊予柑太おすすめ
ステンドグラスキーホルダー

B71 愛媛FC応援セット
（タオルマフラー・フラッグ）

D10 愛媛FCぬいぐるみ三柑セット

※このページの返礼品は平成31年総務省告示第179号第5条第8号（ロ）に該当する愛媛県共通返礼品です。

各１つ



お申込み手順

① 当カタログから希望の返礼品を選んでください。

② 「伊予市ふるさと納税寄附申出書」を記入し提出してください。

③ ご希望の入金方法に沿って、振込書等をお送りします。

返礼品の発送

① 入金を確認いたしましたら、各事業者に発注します。

② おおむね発注から２０日程度でお届けします。

③ 季節品、受注生産品等はお時間をいただくことがあります。

④ 生産量等の関係で、返礼品の変更をお願いすることがあります。

⑤ 返礼品が届きましたら、すぐに中身をご確認ください。

⑥ 発注状況等は下記のコールセンターへお問い合わせください。

受領証明書・ワンストップ特例申請書

① 受領証明書は入金後２週間程度で送付させていただきます。

② ワンストップ特例申請ご希望の方には申請書を同封します。

③ 送付状況等は下記のコールセンターへお問い合わせください。
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伊予市ふるさと納税事務局コールセンター

電話番号：089-931-7360

【受付】月曜日から金曜日／10時から17時

（土曜日、日曜日、祝祭日は受付を行っておりません。）



インターネットでも受付しています！
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11月30日オープン！


