別記様式第１号（第４条関係）

寄 附 申 込 書
年
長門市長

月

あて
住所 〒
フリガナ

氏名（団体名）
連絡先（電話番号）
私は、長門市ふるさと応援寄附金として寄附したいので、申込をします。

寄附金額

円
記

1、 上記寄附金の使途の指定（希望）内訳
事業の種類（寄附金の使途について次の中から希望される事業に金額を記入願います。）

1
2
3
4
5

事 業 の 種 類
自然環境や景観の保全に関する事業

寄 附 金 額
円

海岸美化活動、棚田保全、町並み景観の形成などに活用します。

伝統文化の保存継承に関する事業

円

金子みすゞの顕彰、文化体験行事の推進などに活用します。

農商工連携及びニューツーリズムの推進に関する事業

円

ツーリズム事業の推進、特産品の開発などに活用します。

子どもの健やかな育成及びふるさとを担う人材育成に関する事業

円

子ども教育ゆめ基金海外派遣、定住支援、創業等支援などに活用します。

事業は指定しない

円
合

計

円

※5を選択、合計欄のみの記入又は金額等記載がない場合は、市長が使途の選択をおこなうこととなります。
※山口銀行・西京銀行・もみじ銀行・萩
山口信用金庫・中国労働金庫・長門大
津農業協同組合・長門市内の山口県漁
業協同組合・長門市役所・各支所・各出
張所

2、 希望する入金方法について、いずれかに✔印を付けてください。

専用納付書 （※右記枠内金融機関でお支払いください）
郵便振替 （ゆうちょ銀行、郵便局で振込ください。手数料は無料です）
現金書留 （送料等は個人負担となります）
市指定の銀行口座への振込み（手数料は個人負担となります）
※ 「専用納付書」、「郵便振替」については、後日、納付書を送付します。
※ 「現金書留」、「市指定の銀行口座への振込み」については、後日手続方法等をお知らせいたします。

3、 寄附金採納状況の公表時に、氏名、住所（市町村名まで）、寄附金額、使途内訳の情報について公表を、
（・してもよい ・希望しない） ←いずれかに○印をつけてください。
4、 「寄附金税額控除に係る申告特例（ワンストップ特例）」の申請を
・希望する

（生年月日

）

・希望しない

（・いずれかに○印をつけ、希望する場合は生年月日をご記入下さい）
【長門ふるさと便希望送付先】
お申込先とは別の住所に返礼品の送付を希望される場合はご記入ください。
〒
住所

【お礼の品】

フリガナ

（品番）

氏名
連絡先（電話番号）

（品名）

5、 「長門ふるさと便」について（お礼） （裏面参照）
長門市外在住で本市に１万円以上寄附を頂いた方に、本市の特産品を１点お届けいたします。
ご希望のお礼品の該当する番号を○印で囲むか、右上にご記入ください。
※生産量等の状況によっては、ご希望に添えない場合がございます、ご了承ください。
※現在受付の商品のみ掲載しております。詳細についてご質問があればお問い合わせください。
※お申込時やご入金の時期によっては、取り扱いをしていない品もありますのでご注意ください。

日

【寄附金額1万円以上】
寄附金額1万円以上
番 号

商

品

名

番 号

商

品

名

番 号

商

品

名

番 号

商

品

名

1101 ムーミン谷のファミリーセット

1169 鹿塩こうじ漬け

1012 青さのり・あかもくスープセット

1053 自家焙煎珈琲 ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ10個 ｸｯｷｰ5枚

1102 長門温泉郷五名湯 温泉の素セット

1170 俵山ジビエセット

1016 長門産 季節のお花のお届け便（アレンジメント）

1054 自家焙煎珈琲 中煎り豆200ｇ ﾌﾙｰﾂｹｰｷ1本

1106 長州ながと和牛「前バラすき焼き用」

1171 猪ウインナー

1017 長門産 季節のお花のお届け便（花束）

1055 自家焙煎珈琲 中煎り粉200ｇ ﾌﾙｰﾂｹｰｷ1本

1107 長州ながと和牛「バラ焼肉用」

1172 しそいりわかめ10袋セット

1018 湯免もなかとお魚せんべい

1056 自家焙煎珈琲 ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ8個 ﾌﾙｰﾂｹｰｷ1本

1114 仙崎蒲鉾詰め合わせ

1173 塩皮鯨 300ｇ×2パック

1020 高見洋蘭園のデンドロビウム（4号鉢）※配送時期あり

1057 山口県産とらふぐ白子200g 冷凍

1116 中屋のこだわり至高（中）セット

1174 釜揚げちりめんのセット

1021 焼き鳥大盛りセット（もも串・ももネギ間串各18本）

1059 アカモクとしらすと佃煮 ご飯のお供セット

1117 仙崎活イカ姿造り

1175 俵山温泉 浴用温泉水

1024 特別栽培米穂垂米「コシヒカリ（精米）」5kg

1060 ストロベリージャムと生花アレンジ

1120 魚健フライセット

1176 俵山温泉 入浴券と温泉の素セット

1025 特別栽培米穂垂米「コシヒカリ（玄米）」5kg

1061 写真集『同級生』

1121 魚健干物セット

1179 オツなジビエ 鹿肉甘辛醤油煮

1026 特別栽培米穂垂米「ひとめぼれ（精米）」5kg

1062

1128 大和詰め合わせ

1180 オツなジビエ 猪ジャーキー

1027 特別栽培米穂垂米「ひとめぼれ（玄米）」5kg

1063 天然ヒラメ刺身3皿（冷蔵）

1134 ながとカラーのハーバリウムボトル＊ブルー

1181 オツなジビエ おつまみセット

1028 棚田米「きぬむすめ（精米）」10kg

1065 活サザエ大 2kg（冷蔵）

1135 ながとカラーのハーバリウムボトル＊グリーン

1182 鹿肉ミンチ 300g×6パック

1029 グラノーラ4種

1074 長門ゆずきち1kg（30個前後）

1136 ながとカラーのハーバリウムボトル＊レッド

1183 鹿肉ミンチ・鹿モモ肉セット

1030

1075 とらふぐ刺身 1人前×4皿（冷蔵）

1137 風の家のこだわり詰め合わせAセット

1184 二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×3枚）

1031 ながと宿泊補助券3,000円分1枚

1141 天然酵母パン 7種12点

1185 長州黒かしわと長州どりのセット

1032 旅人シェフのレトルトパスタソース 3種4箱

1142 元乃隅の甘酒10パック

1186 長州黒かしわセット

1033 萩原さん家のミルキークイーン 5kg

1146 長門やきとりつくね21本

1188 長州どり ももむねセット

1035 合計1.2kg長州黒かしわもも肉 長門ゆずきちこしょう付

1148 焼き虎ふぐ串

1191 大和浜千鳥大板3本入

1037 長州マグロ 赤身 中トロ 柵セット

寄附金額1万1,000円以上

1149 ごりやく米（東後畑棚田こしひかり） 白米5㎏

1192 空き家管理サポート（年2回）

1039 長門産冷凍いちご「かおりの」2kg（500g×4袋）

1079 「棚田の花段」季節のハーブソルトとヤスミティーセット

1150 ごりやく米（東後畑棚田こしひかり） 玄米5㎏

1193 お墓の清掃代行サービス（1回分）

1040 オリジナルコーヒー豆（ブレンド豆600g）

1152 アイスキャンデー詰め合せ

1194 LaLaフラン厳選 山口県産新鮮野菜セット

1041 オリジナルコーヒー粉（ブレンド豆600g）

寄附金額1万2,000円以上

1156 長州黒かしわ餃子25個

1196 千銀蒲鉾セット

1042 こだわり自家焙煎 ドリップバック詰合24個（ギフトボックス）

1103 仙崎ふぐ 虎一 トラフグ

1158 長門カレー詰合せ（黒かしわ・岩牡蠣・鯨・鹿）計5箱

1197 千銀ちくわセット

1043 ゆずきちフィナンシェと仁三郎最中セット

1138 2人前とらふぐ刺身セット（冷蔵）

1159 長州黒かしわ手羽元カレー 5箱

1199 棚田米BISCOTTI

1044 洋菓子詰め合わせ

1139 2人前とらふぐちり鍋セット（冷蔵）

1160 「青海島せむら」岩牡蠣カレー 5箱

1002 オリジナルスイーツ5種セット

1045 和・洋菓子詰め合わせ

1178 仙崎発 旬のお刺身盛合せ2人前（冷蔵）

1161 長門鯨カレー 5箱

1003 自慢のロールケーキ2種セット

1046 鹿肉 背ロース（ブロック肉）合計850g程度

寄附金額1万3,000円以上

1162 鹿カレー5箱

1004 チキンヒーロー3kg

1047 山口県産干物セット

1066 山口県産さざえの瓶詰め5本セット

1163

1005 剣先イカのクリームコロッケ 大容量15個（900g） 冷凍 1048 自家焙煎珈琲 ドリップバック詰合せ24個（エコ包装）

ヒノキのたまご制作キットと長門おもちゃ美術館ペアチケット1枚

ごりやく米（東後畑棚田こしひかり） 無洗米5㎏（玄米相当分）

長門産藤野バラ園バラとカーネーションの感謝の日特別アレンジ

1077 「棚田の花段」朝摘みオーガニックハーブ3点セット

1067 さざえうに瓶詰め4本セット

1164 干支ねこマグネットと長門おもちゃ美術館ペアチケット1枚

1006 合計2kg 長州どりもも肉（200g×10パック）

1049 自家焙煎珈琲 中煎り豆200ｇ ｸｯｷｰ6枚

1078 「棚田の花段」オーガニックドライハーブ5点セット

1166 鹿肉 もも肉（ブロック肉） 1.2㎏

1009 スープとふりかけと干物の詰め合わせセット

1050 自家焙煎珈琲 中煎り粉200ｇ ｸｯｷｰ6枚

寄附金額1万4,000円以上

1167 猪塩こうじ漬け

1010 天然絹もずくの詰め合わせセット

1051 自家焙煎珈琲 中煎り豆200ｇ ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ16個

1076 長門市俵山の地酒「ほれぼれ」720ml×2本

1168 猪スライス

1011 もずく・あかもくスープセット

1052 自家焙煎珈琲 中煎り粉200ｇ ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ16個

【寄附金額2万円以上】
寄附金額2万円以上
番 号

商

品

名

番 号

商

品

名

番 号

商

品

名

番 号

商

品

名

1201 白楽詰合せ 雅

1239 猪・鹿塩こうじ漬け 食べ比べセット

1264 特別栽培米穂垂米「コシヒカリ（玄米）」10kg

1286 自家焙煎珈琲 中煎り粉200ｇ×2 ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ8個 ｸｯｷｰ9枚

1203 長州ながと和牛「肩ロースすき焼き用」

1241 二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×6枚）

1265 特別栽培米穂垂米「ひとめぼれ（精米）」10kg

1287 自家焙煎珈琲 中煎り豆200ｇ ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ16個 ｸｯｷｰ9枚

1204 仙崎蒲鉾詰め合わせ 豪華セット

1242 全日ゴルフプレー券

1266 特別栽培米穂垂米「ひとめぼれ（玄米）」10kg

1288 自家焙煎珈琲 中煎り粉200ｇ ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ16個 ｸｯｷｰ9枚

1207 中屋のこだわり至高（大）セット

1243 長州どりもも肉・むね肉セット

1267 干物5種詰め合わせB

1290 長門産藤野バラ園の感謝の日 特別バラ花束

1210 天然ふぐ鍋・とらふぐ刺身セット2人前

1245 天然ふぐ唐揚げ 大容量900ｇ 冷凍

1268 山口県日置産コシヒカリ10kgとグラノーラ4種

1291 潮返し干物セット

1211 仙崎活イカ姿造り と とらふぐ刺身

1247 岩牡蠣5ｋｇ（冷蔵）

1274 長州マグロ 中トロ柵（冷凍）

1292 ヒラメ刺身5～6人前（冷蔵）

1216 自然栽培米ながとの米5kg（白米）

1249 3種のもずくと干物の詰め合わせセット

1277 自家焙煎珈琲 中煎り豆200ｇ×2 ﾌﾙｰﾂｹｰｷ1本 ｸｯｷｰ6枚

1217 自然栽培米ながとの米5kg（玄米）

1250 絹もずくと海藻スープ＆干物の詰め合わせセット

1278 自家焙煎珈琲 中煎り粉200ｇ×2 ﾌﾙｰﾂｹｰｷ1本 ｸｯｷｰ6枚

1225 風の家のこだわり詰め合わせBセット

1254 青舞（ジン）※アルコール飲料です

1279 自家焙煎珈琲 ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ16個 ﾌﾙｰﾂｹｰｷ1本 ｸｯｷｰ6枚

1230 焼き虎ふぐ串 乾杯セット

1256 長門生産者 藤野バラ園のバラのお届け便（花束） 1281 自家焙煎珈琲 中煎り豆200ｇ×3 ﾌﾙｰﾂｹｰｷ1本 ｸｯｷｰ3枚

1232 ごりやく米（東後畑棚田こしひかり） 白米10㎏

1257 長門生産者 藤野バラ園のバラのお届け便（アレンジメント）

1282 自家焙煎珈琲 中煎り粉200ｇ×3 ﾌﾙｰﾂｹｰｷ1本 ｸｯｷｰ3枚 寄附金額2万3,000円以上

1233 ごりやく米（東後畑棚田こしひかり） 玄米10㎏

1260 焼西京漬け詰合せ

1283

自家焙煎珈琲 中煎り豆200ｇ×2 ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ16個 ｸｯｷｰ6枚

1209 仙崎ふぐ 虎刺身3-4人前 トラフグ

1237 長州黒かしわ餃子50個

1261 高見洋蘭園のデンドロビウム（6号鉢）※配送時期あり

1284

自家焙煎珈琲 中煎り粉200ｇ×2 ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ16個 ｸｯｷｰ6枚

1214 仙崎ふぐ 虎二 トラフグ

1238 ゾウさん積み木と長門おもちゃ美術館ペアチケット1枚

1263 特別栽培米穂垂米「コシヒカリ（精米）」10kg

1285 自家焙煎珈琲 中煎り豆200ｇ×2 ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ8個 ｸｯｷｰ9枚 1255 仙崎発 旬のお刺身盛合せ3～4人前（冷蔵）

番 号

番 号

【寄附金額3万円以上】
寄附金額3万円以上
番 号

商

品

名

商

品

名

1303 長州ながと和牛「バラ焼肉・肩ロースすき焼き」セット 1325 風の家のこだわり詰め合わせCセット
1305-1 ふぐ刺し・唐揚7-8人前 宴会セット

1328

青海島観光汽船乗船券2名様分と山口県産とらふぐ刺身（冷凍）

商

品

名

1335 日本海の恵み 詰め合わせ

番 号

商

品

名

1347 長州マグロ 中トロ柵（冷凍）

1336 岩牡蠣5kg・サザエ3kgセット（冷蔵）

1306 天然ふぐ鍋・とらふぐ刺身セット4-5人前ツミレ付き 1329 nekopazuと長門おもちゃ美術館ペアチケット1枚

1337 もずくと干物の豪華詰め合わせセット

1308 中屋のうに厳選セット（3本詰合せ×2セット）

1330 俵山温泉 白猿の湯入浴券11枚

1341 のどぐろ開き 約1kg

寄附金額3万5,000円以上

1318 自然栽培米ながとの米10kg（白米）

1332 とらふぐコンフィ付！天然ふぐ刺 ふぐ鍋セット

1342 山口県日置産コシヒカリ20kgとグラノーラ4種

1301 仙崎ふぐ 虎三 トラフグ

1319 自然栽培米ながとの米10kg（玄米）

1333 二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×9枚）

1345 合計12本！クラフトビール（発泡酒）の詰合わせ

1316 仙崎旬魚お刺身盛り合わせ5-6人前（冷蔵）

【寄附金額4万円以上】
寄附金額4万円以上
番 号

商

品

名

1401 特別栽培米穂垂米「コシヒカリ（精米）」20kg

番 号

商

品

名

1402 特別栽培米穂垂米「ひとめぼれ（精米）」20kg

寄附金額5万8,000円以上

寄附金額5万円以上

【 寄附金額5 万円以上】

番 号

商

品

名

番 号

商

品

名

番 号

商

寄附金額7万円以上
品

名

1502 長州ながと和牛「ロース焼肉・肩ロースすき焼き」セット

1536 二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×15枚） 1531 6～7人前とらふぐ刺身セット（冷蔵）

1504 シーカヤック半日体験と岩盤浴のセット（ペア）

1537 白子付き とらふぐコース（3～4人前）とらふぐコンフィセット

1532 4～5人前とらふぐフルコースセット（冷蔵）

1505 シーカヤック半日体験とジビエカレーのセット（ペア）

1540

【定期便】長門市のおいしいもん（かまぼこ・しらす・干物・しそいりわかめ）

1532 4～5人前とらふぐフルコースセット（冷蔵）

1506 シーカヤックで一日フィッシングと美肌とろとろ湯セット

1511

フォトグラファー安森信が撮る長門市の風景【 カラー ・ 白黒 】

～

「王子山・青海島・通大越・千畳敷・元乃隅神社

1508 とらふぐコース 5-6人前
1521 中屋のうにこだわり粒うに10本セット

1511～1520は【カラー・白黒】・【題名】に要○印

寄附金額10万円以上

寄附金額11万円以上
商

品

名

100002 ながと共通宿泊券3,000円分10枚

1603 【定期便】鯨セット

番 号

商

品

名

名

1801 【定期便】山口県産干物セット
1802 【定期便】のどぐろと釜揚げしらす

番 号

寄附金額17万円以上

寄附金額13万円以上
商

品

名

番 号

商

品

名

110001 【定期便】季節のお花のお届け便（年12回コース）

130001 【定期便】藤野ﾊﾞﾗ園さんのﾊﾞﾗのお届け便（年12回毎月ｺｰｽ）

寄附金額25万円以上

寄附金額100万円以上

100004 壁掛けフラワーアレンジメント（造花）

寄附金額20万円以上

品

1606 とらふぐ刺身 6人前（冷蔵）

青海島観光汽船乗船券2名様分と宴会用ふぐ刺身4人前×2皿・唐揚付（冷凍）

番 号

商

1707 二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×21枚）

寄附金額8万円以上

1520 俵島・俵山 山から・俵山・俵山 町並み・三隅久原山」 1601 【定期便】季節のお花のお届け便（年6回隔月コース）

1530 風の家のこだわり詰め合わせDセット
1535

寄附金額6万円以上

番 号

番 号

商

品

名

170001 【定期便】とらふぐ料理 年4回（季節毎）
170002 プリザーブドフラワーアレンジメント

番 号

商

品

名

番 号

商

品

名

200002 【定期便】とらふぐ刺身 毎月4枚（1人前）×12ケ月 250001 【定期便】とらふぐ刺身 隔月10皿（10人前）×6ケ月 1000001 萩焼茶盌 13代田原陶兵衛作
1000002 【萩焼】萩割高台茶碗 新庄助右衛門 14代 新庄貞嗣作
1000003

【萩焼】萩茶碗 新庄助右衛門 14代 新庄貞嗣作

お米の【定期便】はじめました！
詳しくは産業戦略課までお問合せ下さい。

【お問合せ】 長門市役所 産業戦略課

TEL：0837-23-1324 ＦＡＸ：0837-22-8458

2022/9/12現在

