
  

寄附申込書兼返礼品申込書 

 

 令和  年  月  日 

 

（あて先）昭島市長 臼 井 伸 介 

私は、下記のとおり寄附の申し込みをいたします。 

 

▼寄附者 

フリガナ 

氏 名 
 電話  

生年月日 大正・昭和・平成      年    月     日 

住 所 
〒 

 

※この申し込みに係る個人情報は、昭島市が寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以

外の目的で使用するものではありません。 

 

 

▼寄附金額    

 

 

▼寄附方法  □納付書 

        

※クレジットカード決済ご希望の方は、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」よりお申し込

み下さい。寄附金は、納付書により金融機関もしくは市金庫にて納付をお願いします。 

 

 

▼返礼品   □希望する（１万円以上の寄附をされた市外在住の個人の方が対象です。「返礼品」

申し込み欄に必要事項をご記入ください。昭島市在住者につきましては、

お礼の品はお渡しできません。） 

□返礼品は不要 

 

 

▼ワンストップ特例制度の利用   □する   □しない 

  ※特例制度の利用『する』にチェックをいただいた方へは後日、申請書を送付いたしますので、

必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。確定申告をする方や 6団体以上に寄附をされる方

は特例制度の対象となりませんのでご注意ください。 

 

 

▼ホームページなどへの氏名の公開 

□希望しない □希望する 

 

 

 

 

 

金          円 



▼寄附金の使い道（以下の使い道から、お選びください。） 

 

 □明るい地域社会の形成 

   コミュニティの活性化や地域ネットワークの充実をはかり、ユニバーサル社会や地域情報化 

の実現に努め、安全・安心なまちづくりを推進します。 

   事業例：電子自治体の推進 

備蓄物資確保など災害応急対策 

  

 □健康と福祉の充実 

   市民が健康で自立し、互いに支えあいながら、安心して暮らしていける、すべての人に優

しく、子育てしやすいまちづくりを推進します。 

   事業例：健康づくりの推進 

       保育所整備費補助など子育て支援の充実 

 

 □教育・文化・スポーツの充実 

   教育の充実をはかり、生涯学習やスポーツ、文化・芸術の活性化に努め、子どもたちの健

やかな成長を支えるまちづくりを推進します。 

事業例：小・中学校施設の改修 

       文化財の保護・保存 

 

 □循環型社会の形成 

   昭島の豊かな水と緑の保全・再生をはかり、地域環境の向上と循環型社会の形成に努め、

地球にやさしいまちづくりを推進します。 

事業例：崖線緑地保全事業 

       ごみ減量やリサイクルの推進 

 

 □快適な都市空間の整備 

   都市基盤や都市機能の充実をはかり、環境や防災、都市景観に配慮した、快適で魅力ある

まちづくりを推進します。 

   事業例：東中神駅、拝島駅などの駅前環境整備 

       公園や児童遊園の整備 

 

 □産業の活性化 

   産業の振興に努め、人が集い、賑わいにあふれ、安心して働き、暮らしていける、魅力と

活力のある元気なまちづくりを推進します。 

   事業例：市内商店街の活性化 

       都市農業の振興による地産地消の促進 

 

 □高等学校等の生徒への奨学金 

   高等学校等に進学するにあたり、経済的に修学が困難な生徒に給付型奨学金等を支給する

ため、「田中孝奨学基金」があります。今後も支援を続けていくため、基金の趣旨に賛同する

方からの寄附金を基金に積み立てます。 

   事業例：高等学校等の入学準備金 

       高等学校等の生徒への奨学金 

 

 □指定しない（市政全般） 

   市政全般、様々な事業に活用させていただきます。 

 

 □その他 

   その他、使い道を希望する事業をご記入ください。ただし、ご希望に添えない場合もあり

ます。 

 

 

 

 



■返礼品一覧（１万円以上の寄附をされた市外在住の個人の方が対象です。また、同一年内で複 

数回の寄付を行った場合も、都度、返礼品を受取る事ができます。） 

 

 寄附金額 10,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

１ 「あきしまの水」ボトル缶 490ミリリットル×24本 

2 ケンちゃん餃子 
冷凍生餃子 28g  

80 個(40 個入×2 箱) 

3 あきしま本藍染ハンカチセット 2 枚(無地 1 枚・絞り 1枚) 

4 桝屋 ブランデーケーキセット 
ブランデーケーキ(プレーン)1 個 

ブランデーケーキ(ココア)1個 

5 縞板 BOX ペンケース 200×60×35ｍｍ 

6 だるマネー だるま 2号 (高さ約 11cm) 

7 お墓の清掃サービス １回分（市内限定） 

8 家事援助サービス １回分（市内限定） 

9 
昭島市公式キャラクター「アッキー&アイラン」キャ

ラクターグッズ 

ボールペン×２本（黒インク） 

ピンバッジ×１個 ミニタオル×２枚 

缶バッジ×１個 マグカップ×２個 

クリアファイル（A4サイズ）×２個 

10 本藍染体験 
本藍染体験(1 名様) 

体験時間は、3 時間 

11 昭島消えた五つの鉄道 関連資料等８点セット 

昭島消えた五つの鉄道 A５判 130 頁 

青梅鉄道昭島関係史料集 A４判 207 頁 

あきしま歴史散歩 A５判 102 頁 

あきしま史跡めぐり（ガイドマップ） 

路傍の文化財 A５判 83 頁 

クリアファイル A4 サイズ 

アキシマクジラパンフレット 

アキシマクジラシール H60mm×W150mm 

12 （昭島のはちみつセット 120g×3個 

13 極厚アウトドア鉄板 
「トウキョウサン A5」 

(極厚 5.0mm) 

14 極厚アウトドア鉄板 
「トウキョウサン D148」 

(極厚 5.0mm) 

 

 

 寄附金額 11,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

15 
（現在は受付を行っていません） 

キュリエス AG立体マスク 

(中)2 枚入×1 袋 

縦約 12cm×横約 17cm 

 

 

 

 

 

 



 寄附金額 15,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

16 
銀鏡だるま（ゴールド・シルバー・ルビー） だるま 2号いずれか１個 

 (高さ約 11cm) 

17 
ゴルフマーカー 江戸小紋シリーズ 

（麻の葉・行儀小紋・吉原繋ぎ） 

ゴルフマーカーいずれか 1 個 

ケース 1個 

18 
ゴルフマーカー 若冲・北斎シリーズ 

（鶏・髑髏・凱風快晴） 

ゴルフマーカーいずれか 1 個 

ケース 1個 

19 
極厚アウトドア鉄板 「トウキョウサン D210」 

(極厚 5.0mm) 

 

 

寄附金額 16,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

20 手打蕎麦教室体験 1 名様。手打ち蕎麦(500g・5 人前)

の蕎麦打体験 

 

 

寄附金額 20,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

21 

（現在は受付を行っていません） 

クライミングジム&ヨガスタジオ「PLAY」1 日オー

ルタイム体験チケット 

クライミングジム&ヨガスタジオ

「PLAY」 1 日オールタイム体験チ

ケット 2 枚 

22 ステンレスゴルフマーカー 1 個（39×39×2mm） 

 

 

寄附金額 35,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

23 ステンレスネームプレート 1 個（32×100×1.5mm） 

 

 

寄附金額 50,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

24 
（現在は受付を行っていません） 

フォレスト・イン昭和館 マルシェバイキングディナ

ー（2名様分） 

フォレスト・イン 昭和館 レストラン セ

ントロ マルシェバイキングディナー券

(2 名様) 

25 

フォレスト・イン昭和館 体験ゴルフレッスン付きホ

テル宿泊券（平日限定）朝食付 1泊 1名様 

・フォレスト・イン 昭和館 1 泊 1 名様 

朝食付宿泊券 

・昭和の森ゴルフアカデミー グループ

レッスン 1 名様体験券(平日限定) 

26 
昭和の森ゴルフコース ゴルフプレー券 1名様分（平

日限定） 

昭和の森ゴルフコース 

 ゴルフプレー券 1 名様分(平日限定) 

 

 

 



寄附金額 80,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

27 

フォレスト・イン昭和館 体験ゴルフレッスン付きホ

テル宿泊券（平日限定）朝食付 1泊 2名様 

・フォレスト・イン 昭和館 1 泊 2 名様 

朝食付宿泊券 

・昭和の森ゴルフアカデミー グループ

レッスン 2 名様体験券(平日限定) 

28 

（現在は受付を行っていません） 

フォレスト・イン昭和館 ゴルフプレー付きホテル宿

泊券（平日限定）朝食付 1泊 1名様 

・フォレスト・イン 昭和館 1 泊 1 名様 

朝食付宿泊券 

・昭和の森ゴルフアカデミー グループ

レッスン 1 名様体験券(平日限定) 

 

 

寄附金額 100,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

29 

フォレスト・イン昭和館 フカヒレ姿煮つき中国料理

コース（2名様分） 

フォレスト・イン昭和館 中国料理 花林 

ふかひれ姿煮つき 本格的な中国料理コー

スお食事券(2 名様) 

30 
昭和の森ゴルフ・ドライビング・レンジ トップトレ

ーサーレンジを体験できる打ち放題券（12回券） 

昭和の森ゴルフ・ドライビング・レンジ 

2 時間打ち放題券(12 回券) 

31 

昭和の森ゴルフアカデミーグループレッスン受講券(8

回券) 

昭和の森ゴルフアカデミー 

グループレッスン受講券(8 回券) 

・レッスン期間中バンカー練習施設利用

1 回分券(30 分、ボール 50 個付) 

・レッスン期間中パター練習施設利用 1

回分券(30 分) 

・グローブ 1 枚 

 

 

寄附金額 1１0,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

32 

フォールドエアーマットレス フォールドエアーマットレス「FD-

W035」×1 

サイズ(約)：幅 97×長さ 195×厚

さ 11cm 

 

 

寄附金額 130,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

33 

（現在は受付を行っていません） 

フォレスト・イン昭和館 ゴルフプレー付きホテル宿

泊券（平日限定）朝食付 1泊 2名様 

・フォレスト・イン 昭和館 1 泊 2 名様

朝食付宿泊券(平日限定) 

・昭和の森ゴルフコース(昼食付) 2 名様

ご利用券 

 

 

寄附金額 150,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

34 
（現在は受付を行っていません） 

フォレスト・イン昭和館 コーナーツインとバイキン

グディナー（朝夕食付 1泊 2名様） 

フォレスト・イン 昭和館 

コーナーツイン宿泊券 バイキングディ

ナー付き(朝夕食付/1 泊 2 名様) 

35 

フォールドエアーマットレス フォールドエアーマットレス「FD-

PRE01」×1 

サイズ(約)：:幅 97×長さ 195×厚

み 12cm 



寄附金額 155,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

36 

フォールドエアーマットレス フォールドエアーマットレス

「FDAg01」×1 

サイズ(約)：:幅 97×長さ 195×厚

み 12cm 

 

 

寄附金額 180,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

37 
昭和の森ゴルフアカデミー パーソナルレッスン受講

券（10回券） 

昭和の森ゴルフアカデミー 

 パーソナルレッスン受講券(10 回券) 

 

 

寄附金額 190,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

38 

昭和の森ゴルフコース ゴルフプレー券 4名様分（平

日限定） 

昭和の森ゴルフコース 

 ・ゴルフプレー券 4 名様分(平日限定) 

・昭和の森ゴルフ場オリジナルボール 1

ダース 

 

 

寄附金額 200,000 円でお渡しする返礼品 

返礼品 
番号 

返礼品名 内容量 

39 

フォレスト・イン昭和館スイートルームと選べるコー

スディナー 

フォレスト・イン 昭和館 

スイートルーム宿泊券 コースディナー

付き（朝夕食付/1 泊 2 名様） 

 

 

 

▼「返礼品」申し込み欄（お届け先が寄附者と同じ場合、お届け先の記入は不要です。） 

 ※返礼品は、事業者からお届け先にお送りします。 

返礼品 

番号 
商品名 個数 

時間指定 

※日にちの指定はできません  

※返礼品によって、時間指定が出来ないことも 

あります。 

  

 □指定なし    □午前中  

□12時～14時  □14時～16時 

□16時～18時  □18時～20時 

□20時～21時（ケンちゃん餃子は 19 時～21 時） 

お

届

け

先 

フリガナ 

氏名 
                   

           様 
電話番号 

 

住所 
〒 

 


