令和４年７月改定

しろさと応援寄附
お申込用 パンフレット
郵送・ＦＡＸ申込用

「関東の嵐山」御前山・那珂川

茨城県 城里町
～お問い合わせ～
城里町役場 まちづくり戦略課 ふるさと納税担当
〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町石塚1428-25
TEL:029-288-3111 FAX:029-288-3113
E-mail:furusato@town.shirosato.lg.jp
URL:http://www.town.shirosato.lg.jp

しろさと応援寄附
ごあいさつ
この度は、しろさと応援寄附お申込用パンフレットをご覧頂き誠にありが
とうございます。
城里町は茨城県の西北部に位置し、清流那珂川や「関東の嵐山」と呼ばれ
る御前山など、美しく豊かな自然が残る静かな地域である一方、県都水戸市
や栃木県とも隣接する、恵まれた立地にある発展可能性を秘めた町です。ま
だまだ認知度が低い城里町ですが、この応援寄附金を通してこの町のことを
少しでも知っていただければ幸いです。
皆様の温かい寄附を心よりお待ちするとともに、よりよい町づくりに精進
していきますので、今後とも城里町を宜しくお願い致します。

ふるさと納税とは．．．
自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援した
い、という気持ちを形にする仕組みとして、地方公共団体（都道府県や市町村）に対して
寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税が控除される仕
組みのことです。
※税金の優遇措置を受けるには税金の申告が必要です。申告には寄附をしたときに受け取
った「領収書」を添付する必要がありますので、大切に保管してください。住民税の税
額控除だけを受けようとする場合は、お住まいの市役所、町・村役場へ住民税申告をし
てください。
※詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

城里町への寄付金は下記の事業に活用させていただきます。
１．生活基盤の充実及び生活環境の向上に関する事業
２．青少年の健全育成、教育及び文化の推進に関する事業
３．特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業
４．保健、医療、介護及び福祉の向上に関する事業
５．自然環境及び景観の維持及び再生に関する事業
６．その他目的達成のために町長が必要と認める事業

寄附の方法
①ホームページ（http://www.town.shirosato.lg.jp/furusato）より申込み
②同封の申請書にご記入いただき郵送またはＦＡＸ（029-288-3113）で申込み
※納入方法は、クレジットカード決済、口座払い、郵便振替、現金書留、納付書(町
指定の金融機関)による支払いのいずれかをお選びいただけます。

お礼の品と選び方
寄附をしていただいた方へ感謝の気持ちとして城里町の特産品をお送りします。
下記の通り、お選びくさい。なお、お礼の品の送付につきましては、ふるさと納税の
趣旨に基づき、「町外居住の寄附者様のみを対象」とさせていただきます。
※申込み状況によっては、品切れや準備中の場合もございますのでご了承ください。
※お礼の品によっては、発送に数カ月お時間を頂くことがありますのでご了承ください。
※数に限りがあるものに関しては、先着順とさせていただきます。
※寄附の回数に制限はございません。
※寄附申し込み後に、お礼の品の変更や返品・交換は原則として受け付けておりません
ので、よくご確認の上お申し込みください。
※寄附金受領証明書は、お礼の品とは別にお送りします。税金の優遇措置を受ける際の
申告に必要となりますので大切に保管してください。
※カタログ内の写真は全てイメージです。
寄附額

８，０００円

きのこの詰め合わせ
Ｍサイズ（1,500g）
舞茸、椎茸、あわび茸、たもぎ茸、は
なびら茸など盛りだくさん、味も一品の
きのこの盛り合わせをお届けします。
※季節によって、品種が変わる可能
性があります。
提供元：
農事組合法人 七会きのこ生産組合

寄附額

１０，０００円

寄附額

１０，０００円

寄附額

１０，０００円

黒にんにく（バラ）

黒にんにくおかき

まるでフルーツ！甘酸っぱくて柔らか
い「黒にんにく」をお届けします。高温
短時間熟成により発酵させることで栄
養価が高くなり、にんにく特有の匂い
も無く甘酸っぱくてフルーティな黒にん
にくです。
内容量：110g×３袋

サクサクとした歯ごたえで、にんにく風
味のやみつきになる味の黒にんにくお
かきをお届けします。
内容量：80g×10袋

提供元：城里にんにく本舗

提供元：城里にんにく本舗

寄附額

１０，０００円

黒にんにく(バラ･玉)､おかき
(黒にんにく)の詰め合わせ

桂ケ丘カントリークラブ
利用券 3,000円分

「黒い」詰め合わせセット! 黒にんにく、
黒にんにくおかきの詰め合わせをお
届けします。
内容量：
黒にんにく（バラ） 110g×１袋
黒にんにく（玉） 110g×１袋
黒にんにくおかき 80g×３袋

桂ケ丘カントリークラブの施設内で利
用できる利用券をお届けします。

提供元：城里にんにく本舗

提供元：桂ヶ丘カントリークラブ

寄附額

１０，０００円

古内茶（80g×３袋）
茨城三大銘茶に数えられています古
内茶をお届けします。豊かな香りと渋
みの中に甘みを感じることができま
す。
内容量：古内茶 80g×３袋
提供元：JA水戸 北部営農資材セン
ター

寄附額

１１，０００円

黒にんにく（玉）
まるでフルーツ! 甘酸っぱくて柔らか
い「黒にんにく（玉）」をお届けします。
低温長時間熟成により発酵させること
で栄養価が高くなり、にんにく特有の
匂いも無く甘酸っぱくてフルーティな黒
にんにくになります。
内容量：黒にんにく（玉） 110g×３袋
提供元：城里にんにく本舗

寄附額

１４，０００円

寄附額

１１，０００円

寄附額

１２，０００円

きのこ加工品詰め合わせ
５点セット

きのこの詰め合わせ
Ｌサイズ（2,000g）

食卓の手間いらず！きのこの加工品
を詰め合わせでお届けします。
内容は、きのこの水煮、混ぜご飯の
素、うどんそばの具、乾燥キクラゲ、
乾燥椎茸の5点セットです。

舞茸、椎茸、あわび茸、たもぎ茸、は
なびら茸など盛りだくさん、味も一品の
きのこの盛り合わせをお届けします。
※季節によって、品種が変わる可能
性があります。

提供元：
農事組合法人 七会きのこ生産組合

提供元：
農事組合法人 七会きのこ生産組合

寄附額

１４，０００円

寄附額

１５，０００円

Ａ-ｒｕｅ ズッキン

わんぱく農園の黒にんにく

農作業用だけでなく、ファッション性も
追求した次世代の農ファッションブラ
ンド A-rueのバンダナ風の日除け帽
子をお届けします。ハリがある綿麻
キャンパス布でつくりました。
2015年度グッドデザイン賞受賞

甘さとねっとり感がたまらない黒にん
にくをお届けします。栽培期間農薬不
使用で自家栽培したニンニクから、食
品添加物を一切使わず、にんにく本
来の力で醗酵させ、黒にんにくを作っ
ています。
内容量：50ｇ×６パック

城里町の農家さんが作ったおいしい
お米（精米コシヒカリ）をお届けしま
す。
※５kg×２袋でお届けします。

提供元：Ａ－ｒｕe

提供元：わんぱく農園

提供元：道の駅かつら

寄附額

１７，０００円

寄附額

１７，０００円

城里町産米

寄附額

10kg

１９，０００円

常陸牛赤身
すき焼き用500g

桂ケ丘カントリークラブ
利用券 5,000円分

コロンブスのまな板
檜Ｍサイズ

茨城県を代表するブランド「常陸牛」
の赤身すき焼き用500gをお届けしま
す。割下に肉の旨みがたっぷり残るの
で、すき焼きの後もうどんやカレーな
どでお楽しみいただけます。
※冷凍でお送りします。

桂ケ丘カントリークラブの施設内で利
用できる利用券をお届けします。

2009年度グッドデザイン賞受賞のまな
板をお届けします。エッジは斜めで平
行四辺形の形をしており、使い勝手と
檜の質感でお料理の気分がUP！
サイズ 約350×210×25mm

提供元：株式会社オオツカ

提供元：桂ヶ丘カントリークラブ

提供元：株式会社大崎材木店

寄附額

２４，０００円

粟野春慶塗
茶托･おしぼり置きセット

寄附額

２６，０００円

粟野春慶塗

お弁当箱

寄附額

２６，０００円

粟野春慶塗

お盆

日本三春慶のひとつでもある伝統の
漆工芸、粟野春慶塗の茶托（2枚）とお
しぼり置き（2枚）のセットをお届けしま
す。月日が経つにつれ透明感が増し、
使い込むほどに味が出ます。
【茶托】 直径12㎝
【おしぼり置き】 長さ18㎝ 幅7㎝

日本三春慶のひとつでもある伝統の
漆工芸、粟野春慶塗のお弁当箱をお
届けします。月日が経つにつれ透明
感が増し、使い込むほどに味が出ま
す。
【お弁当箱】 縦13㎝ 横20㎝ 高さ5㎝

日本三春慶のひとつでもある伝統の
漆工芸、粟野春慶塗のお盆をお届け
します。月日が経つにつれ透明感が
増し、使い込むほどに味が出ます。
【お盆】 縦24㎝ 横32㎝

提供元：粟野春慶塗

提供元：粟野春慶塗

提供元：粟野春慶塗

寄附額

２６，０００円

寄附額

２６，０００円

寄附額

２６，０００円

常陸牛肩ロース霜降り
すき焼き用600g

お風呂で楽しく木のおもちゃ
おんせん小玉ちゃん

茨城県を代表するブランド「常陸牛」
の肩ロース霜降りすき焼き用600ｇを
お届けします。肩ロースならではの、
やわらかく上品な美味しさをご堪能下
さい。
※冷凍でお送りします。

新しい木の遊び、お湯に浮かんだ桧
の球をとんかちで叩いて遊ぶもぐらた
たきゲームのようなおもちゃです。
2019年ウッドデザイン賞受賞

農作業用だけでなく、ファッション性も
追求した次世代の農ファッションブラ
ンド A-rueのワンショルダーのアシメト
リーエプロンをお届けします。
2013年度グッドデザイン賞受賞

提供元：株式会社オオツカ

提供元：株式会社大崎材木店

提供元：A-rue

寄附額

２９，０００円

城里町産米

20kg

寄附額

２９，０００円

ホロルの湯招待券

10枚

城里町の農家さんが作ったおいしい
お米（精米コシヒカリ）をお届けしま
す。
※５kg×４袋でお届けします。

城里町健康増進施設ホロルの湯招待
券10枚をお届けします。
※入館時別途入湯税150円がかかり
ます。

提供元：道の駅かつら

提供元：
城里町健康増進施設ホロルの湯

Ａｰｒｕｅ
アシンメトリーエプロン

寄附額

３０，０００円

コロンブスのまな板 檜Ｌサイ
ズと檜のまな板立てのセット
2009年度グッドデザイン賞受賞のまな
板をまな板立てとセットでお届けしま
す。エッジは斜めで平行四辺形の形を
しており、使い勝手と檜の質感でお料
理の気分がUP！
サイズ
まな板：約400×240×25mm
提供元：株式会社大崎材木店

寄附額

３４，０００円

寄附額

３７，０００円

寄附額

３７，０００円

常陸牛肩ロース霜降り
すき焼き用800g

粟野春慶塗 お弁当箱･
おしぼり置きセット

茨城県を代表するブランド「常陸牛」
の肩ロース霜降りすき焼き用800ｇを
お届けします。肩ロースならではの、
やわらかく上品な美味しさをご堪能下
さい。
※冷凍でお送りします。

日本三春慶のひとつでもある伝統の
漆工芸、粟野春慶塗のお弁当箱とお
しぼり置き（2枚）のセットをお届けしま
す。月日が経つにつれ透明感が増し、
使い込むほどに味が出ます。
【お弁当箱】 縦13㎝ 横20㎝ 高さ5㎝
【おしぼり置き】 長さ18㎝ 幅7㎝

日本三春慶のひとつでもある伝統の
漆工芸、粟野春慶塗のお盆と茶托（2
枚）のセットをお届けします。月日が経
つにつれ透明感が増し、使い込むほ
どに味が出ます。
【お盆】 縦24㎝ 横32㎝
【茶托】 直径12㎝

提供元：株式会社オオツカ

提供元：粟野春慶塗

提供元：粟野春慶塗

寄附額

４０，０００円

常陸牛サーロイン
ステーキ用600g

寄附額

４８，０００円

Ａｰｒｕｅ
ワークパンツ（Ｌ丈）

粟野春慶塗
お盆･茶托セット

寄附額

４９，０００円

粟野春慶塗
湯呑み・茶托セット

茨城県を代表するブランド「常陸牛」
のサーロインステーキ用600ｇをお届
けします。とろける程の柔らかさや、上
品な脂の旨味が特徴です。
※冷凍でお送りします。

農作業用だけでなく、ファッション性も
追求した次世代の農ファッションブラ
ンド A-rueのデニムワークパンツをお
届けします。
2014年度グッドデザイン賞受賞

日本三春慶のひとつでもある伝統の
漆工芸、粟野春慶塗の湯呑みと茶托
を２組セットでお届けします。月日が
経つにつれ透明感が増し、使い込む
ほどに味が出ます。
【湯呑み】 直径6.5cm×高さ9cm
【茶托】 直径12cm

提供元：株式会社オオツカ

提供元：A-rue

提供元：粟野春慶塗

寄附額

５２，０００円

粟野春慶塗
花器（花器台付き）
日本三春慶のひとつでもある伝統の
漆工芸、粟野春慶塗の花器をお届け
します。月日が経つにつれ透明感が
増し、使い込むほどに味が出ます。
【花器】 高さ25㎝×直径9㎝
【花器台】 縦25㎝×横8.5㎝ 2枚
提供元：粟野春慶塗

寄附額

６１，０００円

ふれあいの里バンガロー
宿泊利用券
ふれあいの里の山小屋風バンガロー
に宿泊できる宿泊券をお届けします。
（1泊2日4名様まで)
合わせて、隣接する温泉施設ホロル
の湯の入浴券がつきます。
提供元：城里町総合野外活動セン
ター ふれあいの里

寄附額

１０７，０００円

ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&CC ｺﾞﾙﾌ1Rｾﾙﾌﾌﾟﾚｰ券
土日祝 2名様
ウインザーパークゴルフアンドカント
リークラブのゴルフ１ラウンドセルフプ
レー券をお届けします。
※土日祝日のみ

提供元：ウインザーパークゴルフアン
ドカントリークラブ

寄附額

１８０，０００円

寄附額

４，７００円

ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸG&CC ｺﾞﾙﾌ1Rｾﾙﾌﾌﾟﾚｰ券
1泊ご宿泊券 土日祝 2名様
ウインザーパークゴルフアンドカント
リークラブのゴルフ１ラウンドセルフプ
レー券（宿泊付）をお届けします。
※土日祝日のみ

自社農園生産の常陸秋そば 石臼挽
きそば粉

提供元：ウインザーパークゴルフアン
ドカントリークラブ

提供元：有限会社桂農産

寄附額

９，４００円

常陸秋そば

寄附額

石臼挽きそば粉1kg

３７，０００円

寄附額

４，０００円

小麦粉 3種×1kgセット
【茨城県城里産】
国産小麦3種セット 強力粉ゆめかお
り 中力粉さとのそら 薄力粉ゆきは
るか

提供元：有限会社桂農産

寄附額

９，０００円

茨城県城里町産コシヒカリ白米
『喜代米』5kg(精米)
牛ふん堆肥を使用した水田で育てた
甘くておいしいお米です。粒が大きく
強い粘りと旨味が特徴です。

ﾄﾞﾛｰﾝｽｸｰﾙによる【ﾄﾞﾛｰﾝ操縦体験
90分】(国土交通省掲載DPA認定校)
操縦体験を経て、ドローンの楽しさと
可能性を肌で感じていただくコース。

城里町内・桂農産の【しきゆたか
精米】10kg(5kg×2袋)
「城里町」の桂農産の農園で栽培した
「しきゆたか」 甘味が強く、もちもちと
した食感です

提供元：大竹牧場

提供元：ドローン・テクニカル・カレッジ

提供元：有限会社桂農産

寄附額

１７，０００円

寄附額

４，７００円

寄附額

４，７００円

城里町内・桂農産の【しきゆたか
精米】20kg(5kg×4袋)
「城里町」の桂農産の農園で栽培した
「しきゆたか」 甘味が強く、もちもちと
した食感です

城里町内・桂農産の【つきあか
り】5kg(精米)
粒が大きく、炊き上がりの艶や輝き
は、まさに月明かりのような【令和3年
産】つきあかり 5kg

城里町内・桂農産の【ふくまる】
5kg(精米)
際立つ粒の大きさと炊き上がりの美し
さ!【令和3年産】ふくまる 5kg

提供元：有限会社桂農産

提供元：有限会社桂農産

提供元：有限会社桂農産

寄附額

２８，０００円

寄附額

３，７００円

那珂川の清流ホタル米 玄米30kg
検査1等米 (玄米)
蔵出し直送でお届けします!那珂川の
清流ホタル米 玄米30kg

城里町産マンゲツモチ(精米) 2kg
×1袋
【城里町産マンゲツモチ】粘りが強くお
餅でもおこわでもおいしい!

提供元：有限会社桂農産

提供元：有限会社桂農産

記載例

様式第1号（第2条関係）

ふるさと応援寄附金申出書
城里町長

記入日をご記入下さい
令和
年
月
日

様

（〒 311 － 4391 ）
ご住所
茨城県東茨城郡城里町石塚1428-25
ﾌﾘｶﾞﾅ
ｼﾛｻﾄ
ﾀﾛｳ
お名前
城 里 太 郎
電話番号
029-288-3111
E-mail
machi@town.shirosato.lg.jp
私は、城里町を応援するため、下記のとおり寄附を申し出ます。
１
２

寄附金の額

（
（
（
（

円
寄附金額をご記入ください。

使途の指定
（使途を指定する時は、指定する事業の指定の欄に○印を記入してください。使途を指定しない
ときは、第6号の指定があったものとします。）
1
2
3
4
5
6

３
（

１０，０００

事業の種類
生活基盤の充実及び生活環境の向上に関する事業
青少年の健全育成，教育及び文化の推進に関する事業
特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業
保健，医療，介護及び福祉の向上に関する事業
自然環境及び景観の維持及び再生に関する事業
その他目的達成のために町長が必要と認める事業

指

定
◯

該当する項目に◯印
を付けてください。

希望する納入方法（いずれかに○印をお願いします。）
）納付書（町指定・収納代理金融機関）での払込
(常陽銀行･筑波銀行･中央労働金庫･水戸農業協同組合･常陸農業協同組合)
◯ ）郵便振替 （お近くの郵便局で納入していただきます。手数料等はかかりません。）
）その他金融機関での払込 （振込み手数料をご負担いただくことになります。）
）現金書留 （郵送料をご負担いただくことになります。）
）持参 ＊来庁予定日時 令和
年
月
日（ ）
時ごろ

４

氏名等の公表
※今回の寄附について、お名前・住所（市区町村名）・寄附金額の公表をすることがあります。
希望される方に○印を記入してください。

（
（

）公表に同意する。
◯ ）公表に同意しない。
どちらかに○印をご記入下さい。
希望する返礼品について、希望する返礼品名をお書きください。
例：城里産米10㎏
）
しろさと応援寄附の返礼品よりご希望の品を１つお選びください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用について、該当する方に○印を記入してください。
◯ ）要請する。
）要請しない。
どちらかに○印をご記入下さい。
城里町へのご意見・メッセージ

５
（
６
（
（
７

様式第1号（第2条関係）
ふるさと応援寄附金申出書
令和
城里町長

年

月

日

様
（〒

－

）

ご住所
ﾌﾘｶﾞﾅ
お名前
電話番号
E-mail
私は、城里町を応援するため、下記のとおり寄附を申し出ます。
１
２

寄附金の額

使途の指定
（使途を指定する時は、指定する事業の指定の欄に○印を記入してください。使途を指定しない
ときは、第6号の指定があったものとします。）
1
2
3
4
5
6

３
（
（
（
（
（
４

（
（

円

事業の種類
生活基盤の充実及び生活環境の向上に関する事業
青少年の健全育成，教育及び文化の推進に関する事業
特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業
保健，医療，介護及び福祉の向上に関する事業
自然環境及び景観の維持及び再生に関する事業
その他目的達成のために町長が必要と認める事業

指

定

希望する納入方法（いずれかに○印をお願いします。）
）納付書（町指定・収納代理金融機関）での払込
(常陽銀行･筑波銀行･中央労働金庫･水戸農業協同組合･常陸農業協同組合)
）郵便振替 （お近くの郵便局で納入していただきます。手数料等はかかりません。）
）その他金融機関での払込 （振込み手数料をご負担いただくことになります。）
）現金書留 （郵送料をご負担いただくことになります。）
）持参 ＊来庁予定日時 令和
年
月
日（ ）
時ごろ
氏名等の公表
※今回の寄附について、お名前・住所（市区町村名）・寄附金額の公表をすることがあります。
希望される方に○印を記入してください。
）公表に同意する。
）公表に同意しない。

５
（

希望する返礼品について、希望する返礼品名をお書きください。

６
（
（

ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用について、該当する方に○印を記入してください。
）要請する。
）要請しない。

７

城里町へのご意見・メッセージ

）

～お問い合わせ～

