別記様式第１号（第４条関係）

寄 附 申 込 書
年
長門市長

月

日

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

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
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
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
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
円
円
円
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。

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。

※山口銀行・西京銀行・もみじ銀
専用納付書 （※右記枠内金融機関でお支払いください）
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
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）
市内の山口県漁業協同組合・長
現金書留 （送料等は個人負担となります）
門市役所・各支所・各出張所
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 （性別 男 ・ 女
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（ ）の中もご記入ください）
◎長門ふるさと便希望送付先◎
『長門ふるさと便』をお申込とは別の住所に送付希望される場合はご記入ください。
〒
住所
フリガナ

氏名
連絡先（電話番号）
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１万円以上寄附をいただいた方に、「長門ふるさと便」として、本市の特産品を
１点お届けいたします。ご希望の品をお選びいただき、該当する番号を○印で囲んでください。
※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。

【寄附金額1万円以上2万円未満】
番 号
商 品 名
1101 ムーミン谷のファミリーセット
1102 長門温泉郷五名湯 温泉の素セット
1103 仙崎ふぐ 虎一 トラフグ
1104 長門のお米「ながとの棚田米」
1106 長州ながと和牛「前バラすき焼き用」
1107 長州ながと和牛「バラ焼肉用」
1108 海匠 干物詰め合わせＡ
1109-1 海匠 干物詰め合わせＢ
1114 仙崎蒲鉾詰め合わせ
1116 中屋のこだわり至高（中）セット
1119 手造りハム・ベーコンセット
1120 魚健フライセット
1121 魚健干物セット
1125 オリジナルドリップバッグ詰め合わせ
1126 オリジナルブレンドコーヒー粉詰め合わせ
1127 オリジナルブレンドコーヒー豆詰め合わせ
1128 大和詰め合わせ
1133 地酒セット 大吟醸・リキュール
1134 ながとカラーのハーバリウムボトル＊ブルー
1135 ながとカラーのハーバリウムボトル＊グリーン
1136 ながとカラーのハーバリウムボトル＊レッド
1137 風の家のこだわり詰め合わせAセット
1138 2人前とらふぐ刺身セット（冷蔵）
1139 2人前とらふぐちり鍋セット（冷蔵）
1141 海辺のパン屋 ララベーカリー10,000円寄附コース
1142 元乃隅の甘酒
1144 長門やきとりセット
1145 長門やきとりもも串18本
1146 長門やきとりつくね21本
1148 焼き虎ふぐ串
1149 ごりやく米（東後畑棚田こしひかり） 白米5㎏
1150 ごりやく米（東後畑棚田こしひかり） 玄米5㎏
1151 主婦の味方！合計4kg お手軽セット
1152 アイスキャンデー詰め合せ
1153 青海島観光汽船乗船券1名様分と道の駅センザキッチン商品券
1156 長州黒かしわ餃子25個

番 号
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194

商 品 名
長門カレー詰合せ
長州黒かしわ手羽元カレー
「青海島せむら」岩牡蠣カレー
長門鯨カレー
「俵山猪鹿工房 想」鹿カレー
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
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
鹿肉 もも肉（ブロック肉） 1.2㎏
猪塩こうじ漬け
猪スライス
鹿塩こうじ漬け
俵山ジビエセット
猪ウインナー
しそいりわかめ10袋セット
塩皮鯨 300ｇ×2パック
釜揚げちりめんのセット
俵山温泉 浴用温泉水
俵山温泉 入浴券と温泉の素セット
長州黒かしわ食べ比べセット
仙崎発 旬のお刺身盛合せ2人前（冷蔵）
オツなジビエ 鹿肉甘辛醤油煮
オツなジビエ 猪ジャーキー
オツなジビエ おつまみセット
鹿肉ミンチ 300g×6パック
鹿肉ミンチ・鹿モモ肉セット
二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×3枚）
長州黒かしわと長州どりのセット
長州黒かしわセット
長州どり もも肉
長州どり ももむねセット
自家焙煎珈琲”豆”とドリップパックコーヒーのセット
自家焙煎珈琲”粉”とドリップパックコーヒーのセット
大和浜千鳥大板3本入
空き家管理サポート（年2回）
お墓の清掃代行サービス（1回分）
LaLaフラン厳選 山口県産新鮮野菜セット

【寄附金額2万円以上3万円未満】
番 号
商 品 名
1201 白楽詰合せ 雅
1202 長門のお米「ながとの棚田米」10㎏
1203 長州ながと和牛「肩ロースすき焼き用」
1204 仙崎蒲鉾詰め合わせ 豪華セット
1207 中屋のこだわり至高（大）セット
1209 仙崎ふぐ 虎刺身3-4人前 トラフグ
1210 得々ふぐ鍋・刺身セット2人前
1213 俵山産自然栽培無農薬実生ゆずづくしセット
1214 仙崎ふぐ 虎二 トラフグ
1216 自然栽培米ながとのこめ 5㎏
1217 自然栽培米ながとのこめ玄米 5㎏
1218 オリジナルドリップバッグとアメリカンクッキー詰め合わせ
1219 オリジナルブレンドコーヒー粉とアメリカンクッキー詰め合わせ
1220 オリジナルブレンドコーヒー豆とアメリカンクッキー詰め合わせ

番 号
1225
1227
1230
1231
1232
1233
1234
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243

商 品 名
風の家のこだわり詰め合わせBセット
長門やきとり串3種セット
焼き虎ふぐ串 乾杯セット
日本海産“活き”車海老500ｇ ※発送は1月末まで
ごりやく米（東後畑棚田こしひかり） 白米10㎏
ごりやく米（東後畑棚田こしひかり） 玄米10㎏
青海島観光汽船乗船券2名様分と道の駅センザキッチン商品券
長州黒かしわ餃子50個
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
猪・鹿塩こうじ漬け 食べ比べセット
のどぐろの開き
二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×6枚）
全日ゴルフプレー券
長州どりもも肉・むね肉セット

番 号
1327
1328
1329
1330
1331
1333
1334
1335

商 品 名
日本海産“活き”車海老750ｇ ※発送は1月末まで
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）
nekopazuと長門おもちゃ美術館ペアチケット1枚
俵山温泉 白猿の湯入浴券11枚
虎ふぐ身欠き
二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×9枚）
長州黒かしわ もも肉
日本海の恵み 詰め合わせ

【寄附金額3万円以上5万円未満】
番 号
商 品 名
1301 仙崎ふぐ 虎三 トラフグ
1303 長州ながと和牛「バラ焼肉・肩ロースすき焼き」セット
1305-1 ふぐ刺し・唐揚7-8人前 宴会セット
1306 得々ふぐ鍋・刺身ｾｯﾄ4-5人前ﾂﾐﾚ付
1308 中屋のうに厳選セット（3本詰合せ×2セット）
1316 仙崎旬魚お刺身盛り合わせ5-6人前（冷蔵）
1318 自然栽培米ながとのこめ 10㎏
1319 自然栽培米ながとのこめ玄米 10㎏
1325 風の家のこだわり詰め合わせCセット
【寄附金額5万円以上】 ・ ※【寄附金額7万円以上】
番 号
商 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
1504 シーカヤック半日体験と岩盤浴のセット（ペア）
1505 シーカヤック半日体験とジビエカレーのセット（ペア）
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
1508 とらふぐコース 5-6人前
1509 白子付き とらふぐコース（3-4人前）とらふぐシュウマイセット
1521 中屋のうにこだわり粒うに10本セット
1530 風の家のこだわり詰め合わせDセット

■「1511」～「1520」は【題名】【カラー・白黒】に○印

番 号
1531
1532
1535
1536
1511
～
1520
1707

■お問い合わせ 長門市役所産業戦略課 TEL:0837-23-1324（FAX：0837-22-8458）

商 品 名
6～7人前とらふぐ刺身セット（冷蔵）
4～5人前とらふぐフルコースセット（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）

二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×15枚）
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
俵島・俵山 山から・俵山・俵山 町並み・三隅久原山」
※二尊院 宿坊えんときご利用クーポン券（1,000円×21枚）

2020/12/28現在

