平成29年4月1日現在

八尾市に一定額以上のご寄附をしていただいた方に八尾市の記念品をプレゼント！
記念品のコースは１万円から２００万円まで１０種類を設定しております。
寄附をされた額またはその額より低い額のコースからおひとつお選びください。

ものづくりのまち八尾ならではの魅力ある記念品となっております！！

ふるさと納税の制度等全般に関して

記念品に関して

八尾市役所 財政課 債権管理室
℡ ０７２－９２４－３９４９

一般社団法人 八尾市観光協会
℡ ０７２－９９７－６２２６

記念品の詳細や画像等については、『ふるさとチョイスの八尾市ページ』にも掲載しております！
⇒

http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/27212

ぜひご覧ください！

記念品名称

提供事業者

＜10,000円以上コース＞
A1 ひっぱるとたちあがる ふしぎな つみきDOMIGO

株式会社ノチダ

A2 匠の技 ＩＨ対応 中華鍋33㎝

藤田金属株式会社

A3 使いやすい鉄いため鍋

藤田金属株式会社

A4 ひえ～るタンブラーすざき410㏄ ペアセット

藤田金属株式会社

A5 純粋コラーゲンで美容と健康セット

株式会社ニッタバイオラボ

A6 八尾のコラーゲン化粧水セット

株式会社ニッタバイオラボ

A7 ハリとうるおい コラーゲンセット

株式会社ニッタバイオラボ

A8 アンチエイジング コラーゲンセット

株式会社ニッタバイオラボ

A9 足腰元気 コラーゲンセット

株式会社ニッタバイオラボ

A10 日本のゼラチン発祥の地のゼラチンセット

株式会社ニッタバイオラボ

A11 フエキくんセット

不易糊工業株式会社

A13 SOMALIギフトセットA

木村石鹸工業株式会社

A14 SOMALIギフトセットB

木村石鹸工業株式会社

A15 家庭用アルミ箔製品セット

東洋アルミエコープロダクツ株式会社

A18 トゥインクルキーボード

三起商行株式会社

A19 パズル

三起商行株式会社

A20 カラオケセット

三起商行株式会社

A21 ふくさペアセット

有限会社大一創芸

A22 念珠入れペアセット

有限会社大一創芸

A23 オリジナル河内木綿柄和物セット（紺）

高橋商事株式会社

A24 オリジナル河内木綿柄和物セット（青）

高橋商事株式会社

A25 オリジナル河内木綿柄和物セット（紫）

高橋商事株式会社

A26 徳治昭童画館ほっこリセット

徳 治昭

A27 コンペイトウ王国ワクワクドキドキセット

大阪糖菓株式会社

A28 Find Shineシリーズ シャンプーディスペンサー

株式会社ケーワールドism

A29 こどもセット

ラピス株式会社

A30 おとなセット

ラピス株式会社

A31 おとなセット２

ラピス株式会社

A32 BISYODO化粧筆（アイシャドーブラシ）

株式会社ウエダ美粧堂

A33 オリジナルネームプレート「刻夢 KIZAMU」

共栄化学工業株式会社

A34 黒檀製御守木札［名入れ、スマイル少佐］セット

共栄化学工業株式会社

A35 アクリルアクセサリー

共栄化学工業株式会社

A36 アクリル製「酒マス」

共栄化学工業株式会社

A37 「やっぱ八尾やろ！Tシャツ」（yaoT）黒

共栄化学工業株式会社

A38 「やっぱ八尾やろ！Tシャツ」（yaoT）赤

共栄化学工業株式会社

A39 新幹線グッズ大集合

株式会社ダイワトーイ

A40 若ごぼうの菓子（やーごんぼ）とかわち包みのセット

大阪さつま屋

A41 八尾若ごぼう

大阪中河内農業協同組合

記念品名称

提供事業者

A42 一輪車 キューティーガール （14インチ・ブラック/ピンク）

株式会社大和

A43 一輪車 キューティーガール （14インチ・ブラック/ブルー）

株式会社大和

A44 一輪車 キューティーガール （16インチ・ブラック/ピンク）

株式会社大和

A45 一輪車 キューティーガール （16インチ・ブラック/ブルー）

株式会社大和

A46 一輪車 キューティーガール （18インチ・ブラック/ピンク）

株式会社大和

A47 一輪車 キューティーガール （18インチ・ブラック/ブルー）

株式会社大和

A48 わかぼちゃん・彩栗・深山 詰め合わせ

麒麟堂

A49 彩栗・有明・かぼちゃパイ 詰め合わせ

麒麟堂

A50 やおのオハコ（produced by YAOLA）

一般社団法人八尾市観光協会

A51 八尾の豆腐セット

有限会社三好商店

A52 八尾市特産の紅たでの加工品 BENY（ベニー）の3種セット

カネ筒農園

A53 さくらの和菓子詰め合わせ

さとやま菓子工房 さくら

記念品名称

提供事業者

＜20,000円以上コース＞
B1 匠の技 鉄製調理器具3点セット

藤田金属株式会社

B2 純粋コラーゲンで美容と健康セット

株式会社ニッタバイオラボ

B3 ハリとうるおい＆アンチエイジング コラーゲンセット

株式会社ニッタバイオラボ

B4 足腰元気 コラーゲンセット

株式会社ニッタバイオラボ

B6 マザーバッグ（ベージュ）

三起商行株式会社

B7 わくわくしぜんシアターセット

三起商行株式会社

B8 ふくさ・念珠入れペアセット

有限会社大一創芸

B9 オリジナル河内木綿柄お子様用甚平セット（紺）

高橋商事株式会社

B10 オリジナル河内木綿柄お子様用甚平セット（青）

高橋商事株式会社

B11 オリジナル河内木綿柄お子様用甚平セット（紫）

高橋商事株式会社

B12 木製たまご徳治昭童画集

徳 治昭

B13 お菓子の玉手箱

大阪糖菓株式会社

B14 Find Shineシリーズ シャンプーディスペンサー

株式会社ケーワールドism

B15 BISYODO化粧筆（パウダーブラシ）

株式会社ウエダ美粧堂

B16 ひっぱるとたちあがる木の標本DOMIGO world trees

株式会社ノチダ

B17 八尾市のご当地サイダー 紅たでジンジャーソーダ24本セット カネ筒農園
B18 ほっこリッパ

クマガイ電工株式会社

B19 ぬくさに首ったけシリーズ ボディベルト

クマガイ電工株式会社

B20 サイコロ4色セット

高田紙器株式会社
記念品名称

提供事業者

＜30,000円以上コース＞
C2 マザーバッグ（ベージュ）

三起商行株式会社

C3 宮沢賢治の絵本セット

三起商行株式会社

記念品名称

提供事業者

C4 オリジナル河内木綿柄婦人用ゆかた（紺）

高橋商事株式会社

C5 オリジナル河内木綿柄婦人用ゆかた（青）

高橋商事株式会社

C6 オリジナル河内木綿柄婦人用ゆかた（紫）

高橋商事株式会社

C7 ハガキ大原画「らいおんサン」

徳 治昭

C8 FMラジオ放送”メモリアルメッセージ”

やおコミュニティ放送株式会社

C9 BISYODO化粧筆アルバ4本セット

株式会社ウエダ美粧堂

C10 蛍光ネオンマーカー

共栄化学工業株式会社

C11 あんよのこたつ

クマガイ電工株式会社

C12 おててのこたつ

クマガイ電工株式会社

C13 キッズ跳び箱クッション

高田紙器株式会社
記念品名称

提供事業者

＜50,000円以上コース＞
D2 ミキハウス×エルゴベビーコラボ『ベビーキャリア』＜紺＞

三起商行株式会社

D3 ミキハウス×エルゴベビーコラボ『ベビーキャリア』＜マルチ（紺）＞ 三起商行株式会社
D4 ミキハウス×エルゴベビーコラボ『ベビーキャリア』＜グレー＞ 三起商行株式会社
D5 「らいおんサン」複製画と木製たまご

徳 治昭

D6 BISYODO化粧筆 BISYODOシリーズ3本セット

株式会社ウエダ美粧堂

D13 ぬくさに首ったけシリーズ 「3WAY巻きスカート」

クマガイ電工株式会社

D14 ぬくさに首ったけシリーズ 「直暖パン」+追加バッテリー

クマガイ電工株式会社

D15 ぬくさに首ったけシリーズ 「布帛ベスト」+追加バッテリー

クマガイ電工株式会社

D16 すべり台ｍｉｎｉ

高田紙器株式会社
記念品名称

提供事業者

＜100,000円以上コース＞
E1

BISYODO化粧筆 BISYODOシリーズ5本セット

株式会社ウエダ美粧堂

E3

ぬくさに首ったけ 「ニットブルゾン」

クマガイ電工株式会社

E4

ダンロップ・モータースポーツ ヒーター内蔵 「ベンチコート」

クマガイ電工株式会社

E5

多用途過熱＆保温ヒーター 「沸かし太郎」

クマガイ電工株式会社

E6

河内木綿文様藍型染体験講習会

特定非営利活動法人 河内木綿藍染保存会

E7

ドーナツアーチ

高田紙器株式会社
記念品名称

提供事業者

＜200,000円以上コース＞
F1

BISYODO化粧筆 BISYODOシリーズ9本セット

株式会社ウエダ美粧堂

F2

車椅子 人引車

マツモラ産業株式会社

F3

バス保温クリーナー 「湯メイク」

クマガイ電工株式会社

F4

河内木綿文様藍型染 浴衣と手拭セット

特定非営利活動法人 河内木綿藍染保存会

F5

お星さま

高田紙器株式会社

記念品名称

提供事業者

記念品名称

提供事業者

＜300,000円以上コース＞
G1 プレミアムワインクーラー『ｊａｐａｎ』

池上金属株式会社

G2 ミキハウス×イングリッシーナコラボ『ベビーカー』＜赤＞

三起商行株式会社

G3 ミキハウス×イングリッシーナコラボ『ベビーカー』＜青＞

三起商行株式会社

G4 原画「らいおんサン」 SMサイズ

徳 治昭

G5 アクリル製チェア「Mo-Moチェア」

共栄化学工業株式会社

G6 トンネルすべり台セット

高田紙器株式会社
記念品名称

提供事業者

＜500,000円以上コース＞
H1 原画「らいおんサン」 F4号

徳 治昭

H2 ご家族の肖像童画

徳 治昭

H3 キッズコーナー マット2枚入口タイプ

高田紙器株式会社

記念品名称

提供事業者

＜1,000,000円以上コース＞
I1

原画「らいおんサン」 F6号

徳 治昭

I2

ご家族の肖像童画

徳 治昭

I3

キッズコーナー マット4枚入口タイプ

高田紙器株式会社

記念品名称

提供事業者

＜2,000,000円以上コース＞
J1

原画「らいおんサン」 F10号

徳 治昭

J2

ご家族の肖像童画

徳 治昭

J3

鼈甲（べっこう）のオセロ「白と黒の紋章」

共栄化学工業株式会社

J4

黄金の将棋盤「ファラオ」

共栄化学工業株式会社

J5

簡易設置式くさり階段

マツモラ産業株式会社

