2022.12 月更新

●つるりん蒟
こんにゃく独特の臭みがなく、柔らかくつるりとした
のどごしが楽しめる新食感のこんにゃくです。
●にんにく卵黄みそ
自家栽培のにんにくと自家養鶏の有精卵を使用した、
栄養満点の元気みなぎるおかず味噌です。

※現在、在庫がありません。
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消費期間：出荷日+３日
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※期間限定となっておりますが、天候により
変動することがございます。

番号 ｜

0８

寄附金額 ｜

14,000 円以上

※現在、在庫がありません。

※現在、在庫がありません。

花園しだれ桜
推定樹齢 160 年を超える、しだれ
の一本桜。
開花時期にはライトアップされ、
池に映し出された「逆さ桜」はとて
も幻想的です。

番号 ｜

３８

寄附金額 ｜

37,000 円以上
賞味期間：８日

番号 ｜

４３

寄附金額 ｜

74,000 円以上

番号 ｜

１１

寄附金額 ｜

10,000 円以上

※現在、在庫がありません。

※現在、在庫がありません。

ちょっと贅沢プラン
ペア宿泊券（１泊２食付）
※現在、受付しておりません。

番号 ｜

４５

寄附金額 ｜

有効期限１年

135,000 円以上

夕飯はちょっと贅沢なルネサンス棚倉自慢の和食膳を。
朝食は開放的なレストランでお召し上がりください。
美味しいものを食べて、クアハウス(大浴場)でごゆっくりお過ごしください。

クアハウス(大浴場)

ちょっと贅沢プランのご夕食イメージ

提供元：(株)ルネサンス棚倉 TEL.0247-33-4111

ペット用品
ペットデオシートしっかり超吸収
無香消臭タイプ レギュラー
番号 ｜

２９

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：ペットデオシートしっかり超吸収無香消臭
タイプ レギュラー112 枚×4（448 枚）

ペットデオシート消臭＆フレグランス
フローラルシャボンの香り レギュラー
番号 ｜

８９

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：ペットデオシートしっかり超吸収消臭＆フレグランス
タイプ レギュラー128 枚×4（512 枚）

ペットデオシート消臭＆フレグランス
グリーンアロマの香り レギュラー
番号 ｜

９１

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：ペットデオシートしっかり超吸収消臭＆フレグランス
タイプ レギュラー128 枚×4（512 枚）

ペットデオシートしっかり超吸収
無香消臭タイプ スーパーワイド
番号 ｜

８８

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：ペットデオシートしっかり超吸収無香消臭
タイプ スーパーワイド 23 枚×4（92 枚）
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棚倉町に生産拠点のあるユニ・チャームプロダクツ株式会社福島工場
では、適切な排泄ケアを通じて、人とペットがいつでもどこでも一緒にいら
れるような「共生社会」の実現を目指しております。

ペットデオシートしっかり超吸収
無香消臭タイプ ワイド
番号 ｜

３０

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：ペットデオシートしっかり超吸収無香消臭
タイプ ワイド 54 枚×4（216 枚）

ペットデオシート消臭＆フレグランス
フローラルシャボンの香り ワイド
番号 ｜

９０

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：ペットデオシートしっかり超吸収消臭＆フレグランス
タイプ ワイド 64 枚×4（256 枚）

ペットデオシート消臭＆フレグランス
グリーンアロマの香り ワイド
番号 ｜

９２

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：ペットデオシートしっかり超吸収消臭＆フレグランス
タイプ ワイド 64 枚×4（256 枚）

マナーウェア男の子用ＳＳＳサイズ
青チェック・紺チェック
番号 ｜

４９

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

マナーウェア女の子用ＳＳＳサイズ
ピンクリボン・青リボン
番号 ｜

５３

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：犬用オムツ マナーウェア
ＳＳＳサイズ 52 枚×4（208 枚）

内容量：犬用オムツ マナーウェア
ＳＳＳサイズ 42 枚×4（168 枚）

マナーウェア男の子用ＳＳサイズ
青チェック・紺チェック

マナーウェア女の子用ＳＳサイズ
ピンクリボン・青リボン

番号 ｜

５０

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

番号 ｜

５４

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：犬用オムツ マナーウェア
ＳＳサイズ 48 枚×4（192 枚）

内容量：犬用オムツ マナーウェア
ＳＳサイズ 38 枚×4（152 枚）

マナーウェア男の子用Ｓサイズ
青チェック・紺チェック

マナーウェア女の子用Ｓサイズ
ピンクリボン・青リボン

番号 ｜

５１

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：犬用オムツ マナーウェア
Ｓサイズ 46 枚×4（184 枚）

マナーウェア男の子用Ｍサイズ
青チェック・紺チェック
番号 ｜

５２

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：犬用オムツ マナーウェア
Ｍサイズ 42 枚×4（168 枚）

番号 ｜

５５

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：犬用オムツ マナーウェア
Ｓサイズ 36 枚×4（144 枚）

マナーウェア女の子用Ｍサイズ
ピンクリボン・青リボン
番号 ｜

５６

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：犬用オムツ マナーウェア
Ｍサイズ 34 枚×4（136 枚）
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ムーニーマン 男女共用
Ｍたっちサイズ
番号 ｜

８７

寄附
金額 ｜

17,000 円以上

内容量：ムーニーマン 男女共用
Ｍたっちサイズ 52 枚×3（156 枚）

Ｍサイズ：6kg～12kg

番号 ｜

２３

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

番号 ｜

２４

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

内容量：ベビー用紙おむつ ムーニーエアフィット
Ｓサイズ 70 枚×4（280 枚）

内容量：ベビー用紙おむつ ムーニーエアフィット
新生児用 76 枚×4（304 枚）

Ｓサイズ：4kg～8kg

新生児用：～5000ｇ

番号 ｜

３１

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

番号 ｜

３３

寄附
金額 ｜

22,000 円以上
ビックサイズ：12kg～22kg

Ｌサイズ：9kg～14kg

番号 ｜

３２

寄附
金額 ｜

22,000 円以上

寄附
金額｜

Ｌサイズ：9kg～14kg
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22,000 円以上
ビックサイズ：12kg～22kg

大人用おむつ ライフリー
うす型軽快パンツ Ｍサイズ

マミーポコパンツ Ｌサイズ
ドラえもん
番号 ｜

４７

寄附
金額 ｜

16,000 円以上

番号 ｜

３５

寄附
金額 ｜

23,000 円以上

内容量：大人用おむつ ライフリーうす型軽快パンツ
Ｍサイズ 22 枚×4（88 枚）

内容量：マミーポコパンツ
Ｌサイズ 44 枚×4（176 枚）

ウエスト：60cm～80cm

Ｌサイズ：9kg～15kg

マミーポコパンツ ビックサイズ
ドラえもん
番号 ｜

４８

寄附
金額 ｜

大人用おむつ ライフリー
うす型軽快パンツ Ｌサイズ

16,000 円以上

番号 ｜

３６

寄附
金額 ｜

23,000 円以上

内容量：大人用おむつ ライフリーうす型軽快パンツ
Ｌサイズ 20 枚×4（80 枚）

内容量：マミーポコパンツ
ビックサイズ 38 枚×4（152 枚）

ウエスト：75cm～100cm

ビックサイズ：12kg～22kg

健康補助食品
【純国産 健康補助食品】
カイコハナサナギタケ冬虫夏草
番号 ｜

４６

寄附金額 ｜

26,000 円以上

バイオコクーン研究所が開発した安心・安全・高品質な純国産
カイコハナサナギタケ冬虫夏草です。低分子多糖類やミネラル
類も多く含まれており、良質なアミノ酸、ビタミン B2、ビタミン
B6、ビタミン D、ビタミン E、パントテン酸、ナイアシン、葉酸等の
相乗効果が期待できます。1 箱約 30 日分の飲みやすい小さ
なカプセルです。1 日 2 回に分けてお召し上がり下さい。

内容量：240 粒（4 粒×60 袋）1 箱 30 日分
提供元：第一工業製薬 株式会社 棚倉工場
TEL.0247-33-9278
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革製品

イタリアンレザーを使用し、どこにもない斬新なデザインを
一点一点心を込めて作っております。
製造地：福島県 棚倉町
提供元：レザープライベートブランドラドウィック

TEL.0247-36-4105

ミニキューブ（ベージュ）
番号 ｜

５９

寄附金額 ｜

30,000 円以上
※現在、在庫が
ありません。

ミニキューブ（ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ）
番号 ｜

６０

寄附金額 ｜

30,000 円以上

ミニキューブ（ブラック）
番号 ｜

６１

寄附金額 ｜

30,000 円以上

ブラック

ホワイトグレー

ベージュ

ミニキューブ：縦横 15 ㎝角のキューブ型ショルダーポーチポシェット。
原材料：牛ソフトレザー ナチュラルヌメ
サイズ ：縦 15 ㎝×横 15 ㎝×マチ 9～15 ㎝ ショルダー全長 150 ㎝
ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ

カーキ

ブラウン

スクウェアクラッチ（ブラウン）
９３

番号 ｜

寄附金額 ｜

30,000 円以上

スクウェアクラッチ（カーキ）
番号 ｜

９４

寄附金額 ｜

30,000 円以上

スクウェアクラッチ（ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ）
番号 ｜

９５

寄附金額 ｜

30,000 円以上

スクウェアクラッチ：牛ソフト
レザー、ナチュラルヌメの四
角いセカンドバック。

原材料：牛ソフトレザー ナチュラルヌメ
サイズ ：縦 18 ㎝×横 23 ㎝×マチ 9 ㎝

スムースカステラ（グレー）
番号 ｜

※現在、在庫が
ありません。

グレー

※現在、在庫が
ありません。

ワインレッド

スムースカステラ：縦横高さのバランスが丁度よいキューブ型バック。
原材料：牛ソフトレザー ナチュラルヌメ
サイズ ：縦 20 ㎝×横 25 ㎝×幅 13 ㎝ ショルダー全長 58 ㎝
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ベージュ

６６

寄附金額 ｜

30,000 円以上

スムースカステラ（ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ）
番号 ｜

６７

寄附金額 ｜

30,000 円以上

スムースカステラ（ベージュ）
番号 ｜

６８

寄附金額 ｜

30,000 円以上

ナチュラルトート（ベージュ）
番号 ｜

６９

寄附金額 ｜

35,000 円以上

番号 ｜

７０

寄附金額 ｜

※現在、在庫が
ありません。

※現在、在庫が
ありません。

ナチュラルトート（ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ）
35,000 円以上

ホワイトグレー

ベージュ

ナチュラルトート（ブラック）
番号 ｜

７１

寄附金額 ｜

ブラック

ナチュラルトート：小さすぎず、大きすぎない程よいサイズのトートバック。

35,000 円以上

原材料：牛革
サイズ ：横幅 32 ㎝×高さ 30 ㎝（持ち手込）×マチ 12 ㎝

ｾｸｼｰなｽﾘｯﾄｼｮﾙﾀﾞｰ（ベージュ）
※現在、在庫が
ありません。

※現在、在庫が
ありません。

ベージュ

オレンジ

番号 ｜

７２

35,000 円以上

寄附金額 ｜

ｾｸｼｰなｽﾘｯﾄｼｮﾙﾀﾞｰ（オレンジ）
番号 ｜

ブラック

７３

35,000 円以上

寄附金額 ｜

ｾｸｼｰなｽﾘｯﾄｼｮﾙﾀﾞｰ（ブラック）

セクシーなスリットショルダー：スリットの入ったショルダーバック。
原材料：牛ソフトレザー ナチュラルヌメ
サイズ ：縦 20 ㎝×横 30 ㎝×マチ 9 ㎝

番号 ｜

７４

35,000 円以上

寄附金額 ｜

スリットショルダーVer2（グリーン）
番号 ｜

７５

寄附金額 ｜

46,000 円以上

※現在、在庫が
ありません。

スリットショルダーVer2（ｴｸﾘｭｰ）
番号 ｜

７６

寄附金額 ｜

46,000 円以上

スリットショルダーVer2（ブラック）
番号 ｜

７７

寄附金額 ｜

ｴｸﾘｭｰ

グリーン

46,000 円以上

ブラック

スリットショルダーVer2：少し大きめのスリット入りショルダーバック。
原材料：牛革
サイズ ：縦 21 ㎝×横 30 ㎝×幅 14 ㎝

ふくよかボストン（こげ茶）
番号 ｜

７８

寄附金額 ｜

50,000 円以上

ふくよかボストン：小旅行に最適。大容量のボストンバック。
原材料：牛ソフトレザー ナチュラルヌメ
サイズ ：縦 32 ㎝×横 45 ㎝×幅 17 ㎝

※現在、在庫が
ありません。

３０１キュートキューブ（グリーン）
番号 ｜

※現在、在庫が
ありません。
グリーン

７９

寄附金額 ｜

56,000 円以上

３０１キュートキューブ（オレンジ）
オレンジ

ブラック

３０１キュートキューブ：縦横高さのバランスが丁度よいキューブ型バック。
原材料：牛ソフトレザー ナチュラルヌメ
サイズ ：縦 20 ㎝×横 25 ㎝×幅 13 ㎝ ショルダー全長 58 ㎝

番号 ｜

８０

寄附金額 ｜

56,000 円以上

３０１キュートキューブ（ブラック）
番号 ｜

８１

寄附金額 ｜

56,000 円以上
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日用品・
アウトドア

自然豊かな棚倉町の間伐材を使用。ストーブやアウトドアにはもちろん、ホワイト
ペレットは、ペットの寝床やトイレにもご使用いただけます。
提供元：株式会社 シーズ TEL.0247-33-7890

福島県産
針葉樹ＭＩＸ乾燥薪 9kg
番号 ｜

８５

寄附金額 ｜

10,000 円以上

※現在、在庫がありません。
内容量：薪。（スギ・ヒノキなどの国産針葉樹のミックス。）
長さ 30 ㎝前後、皮なし。
※自然乾燥の為、虫がわくこともあります。内容量は薪の太さ
によって異なります。

福島県産
広葉樹ＭＩＸ乾燥薪 18kg
番号 ｜

９６

寄附金額 ｜

10,000 円以上

内容量：薪。（ナラ・クヌギ・栗などの国産広葉樹のミックス。）
長さ 36 ㎝前後、含水率 20％前後。
※皮むけ、黒ずみがあるもの。自然乾燥の為、虫が
わくこともあります。

福島県産
広葉樹ＭＩＸ乾燥薪 20kg
番号 ｜

５８

寄附金額 ｜

10,000 円以上

内容量：薪。（ナラ・クヌギ・栗などの国産広葉樹のミックス。）
長さ 40 ㎝前後、含水率 15％前後。
※皮むけ、黒ずみがあるもの。自然乾燥の為、虫が
わくこともあります。
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※現在、在庫がありません。

福島県産
スウェーデントーチ薪のセット 9kg
番号 ｜

８６

寄附金額 ｜

10,000 円以上

内容量：薪。
※皮むけ、黒ずみがあるもの。自然乾燥の為、虫が
わくこともあります。

福島県産
木質ホワイトペレット 20kg
番号 ｜

５７

寄附金額 ｜

10,000 円以上

内容量：針葉樹（杉、松）20Kg（10 ㎏×2 袋）

棚倉町のみどころ
や つ き つ つ こ わけじんじゃ

お た う え さい

八槻都々古別神社と御田植祭
八槻都々古別神社は奥州一宮の近津明神として敬われ
てきた古社です。延長 5 年（927）の『延喜式神名帳』に
みえる白河郡の大社で、日本武尊（やまとたけるのみこ
と）と味耜高彦根命（あじすきたかひこねのみこと）を
祀っています。
現在の本殿は享保年間（1716～36）に造営されたと考
えられています。形式は三間社流造を基調としながら
も、奥行きを通例より長くとるといった独創性が見ら
れ、県内の神社の中でも江戸時代中期を代表する貴重な
建造物です。

その拝殿では、旧暦の 1 月 6 日に豊作を
祈って神楽を奉納するお祭り『御田植祭』
が執り行われます。伝来時期は明らかでは
ありませんが、約 400 年続く伝統行事で、
国指定重要無形民俗文化財に指定されてい
ます。
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御礼品一覧
寄附金額 番号

御

礼

品

名

寄附金額 番号

03

51 マナーウェア男の子用 青・紺チェック Sサイズ４６枚×４

【棚倉町ブ ラ ン ド認証】家伝つる りん蒟・にんにく卵黄みそ「みなぎる 力」セット

22,000
円以上

54 マナーウェア女の子用 ピンク・青リボン SSサイズ３８枚×４
55 マナーウェア女の子用 ピンク・青リボン Sサイズ３６枚×４

09

岡田産アスパラガス入り野菜詰め合わせセット ※期間限定：7月～8月

10

強梨産たまねぎ入り野菜詰め合わせセット

※期間限定：6月～8月

56 マナーウェア女の子用 ピンク・青リボン Mサイズ３４枚×４
23,000
円以上

26,000
円以上

15,000
円以上

16,000
円以上

17,000
円以上

20,000
円以上

22,000
円以上

35

ユニ・チャーム 大人用おむつ ラ イ フリーうす型軽快パン ツ Mサイ ズ 22枚×4

36

ユニ・チャーム 大人用おむつ ラ イ フリーうす型軽快パン ツ Lサイ ズ 20枚×4

46 カイコハナサナギタケ冬虫夏草 60袋入り（約30日分）

96 福島県産 広葉樹MIX乾燥薪18kg

59 ミニキューブ（ベージュ）

58 福島県産 広葉樹MIX乾燥薪20kg

60 ミニキューブ（ホワイトグレー）

85 福島県産 針葉樹MIX乾燥薪9kg

61 ミニキューブ（ブラック）

86 福島県産 スウェーデントーチ薪のセット9kg

62 ミニドレス（ダークブラウン）

57 福島県産 木質ホワイトペレット20kg １０kg×２袋

63 ミニドレス（パールホワイト）

14 【棚倉町ブランド認証】社米コシヒカリ 白米６kgセット

円以上

53 マナーウェア女の子用 ピンク・青リボン SSSサイズ４２枚×４

07 旬の野菜詰め合わせセット

13 【棚倉町ブランド認証】ブルーベリー濃縮液「フレッシュ愛」１０本

14,000

52 マナーウェア男の子用 青・紺チェック Mサイズ４２枚×４

06 えごま・菊芋お試し５点セット

12 叶や豆冨 ヘルシーTOFUセット

円以上

名

50 マナーウェア男の子用 青・紺チェック SSサイズ４８枚×４

11 THE MILK「初搾り」 900㎖×３本セット

12,000

品

02 【棚倉町ブランド認証】竹材の民芸品・ブローチセット

05 【棚倉町ブランド認証】修明ブルーベリーカレーセット

円以上

礼

49 マナーウェア男の子用 青・紺チェック SSSサイズ５２枚×４

04 【棚倉町ブランド認証】えごまドレッシング・おばけせんべいセット

10,000

御

01 棚倉町産ブルーベリージャム・果汁飲料セット

64 ミニドレス（ネイビー）
30,000
円以上

65 ミニドレス（ブラック）

15

ユニ・チャーム はかせる おむつ ムーニーマン エアフィット 男の子L44枚×2

66 スムースカステラ（グレー）

16

ユニ・チャーム はかせる おむつ ムーニーマン エアフィット 女の子L44枚×2

67 スムースカステラ（ワインレッド）

17

ユニ・チャーム はかせる おむつ ムーニーマン エアフィット 男の子ビ ック38枚×2

68 スムースカステラ（ベージュ）

18

ユニ・チャーム はかせる おむつ ムーニーマン エアフィット 女の子ビ ック38枚×2

93 スクウェアクラッチ（ブラウン）

08

棚倉産いちご入り野菜詰め合わせセット

94 スクウェアクラッチ（カーキ）

※期間限定：1月～5月

20 満点コシヒカリ １０㎏

95 スクウェアクラッチ（ﾚﾓﾝｲｴﾛｰ）

21 カラダニキクイモ 詰め合わせセット

69 ナチュラルトート（ベージュ）

22 深海ミネルルソープ３個入

70 ナチュラルトート（ホワイトグレー）

47 マミーポコパンツ ドラえもん Ｌサイズ４４枚×４
48 マミーポコパンツ ドラえもん ビックサイズ３８枚×４

71 ナチュラルトート（ブラック）
35,000
円以上

72 セクシーなスリットショルダー（ベージュ）

87 ムーニーマン 男女共用 Ｍたっちサイズ５２枚×３

73 セクシーなスリットショルダー（オレンジ）

25 【棚倉町ブランド認証】社米コシヒカリ 白米１２kgセット

74 セクシーなスリットショルダー（ブラック）

26 【棚倉町ブランド認証】カラダニキクイモ 菊いも茶

37 棚倉田舎倶楽部 土日祝日1Rプレー券（昼食付）

27 深海ミネセラ３点詰合せ（シャンプーセット）

37,000

38 福島牛 ７００ｇ

28 棚倉田舎倶楽部 平日1Rプレー券（昼食込）

40,000

39 【棚倉町ブランド認証】社米コシヒカリ 白米２５kgセット

23

ユニ・チャーム ベビ ー用紙おむつ ムーニーエアフィット新生児用76枚×4

24

ユニ・チャーム ベビ ー用紙おむつ ムーニーエアフィットSサイ ズ70枚×4

29

ユニ・チャーム ペットデオシートしっかり超吸収無香消臭タイ プ レギュラ ー112枚×4

30

ユニ・チャーム ペットデオシートしっかり超吸収無香消臭タイ プ ワイ ド54枚×4

88

ユニ・チャーム ペットデオシートしっかり超吸収無香消臭タイ プ スーパーワイ ド２３枚×４

89

ユニ・チャーム ペット デオシート消臭＆フレグランス フローラル レギュラー１２８枚×４

90

ユニ・チャーム ペット デオシート消臭＆フレグラ ン ス フロ ーラ ル ワイ ド６４枚×４

91

ユニ・チャーム ペット デオシート消臭＆フレグランス グリーンアロマ レギュラー１２８枚×４

92

ユニ・チャーム ペット デオシート消臭＆フレグラ ン ス グリーン アロ マ ワイ ド６４枚×４

31

ユニ・チャーム はかせる おむつ ムーニーマン エアフィット 男の子L44枚×4

32

ユニ・チャーム はかせる おむつ ムーニーマン エアフィット 女の子L44枚×4

33

ユニ・チャーム はかせる おむつ ムーニーマン エアフィット 男の子ビ ック38枚×4

34

ユニ・チャーム はかせる おむつ ムーニーマン エアフィット 女の子ビ ック38枚×4

円以上

円以上

40 棚倉田舎倶楽部 平日1泊1R3食付プレー券
75 スリットショルダーＶｅｒ2（グリーン）

46,000
円以上

76 スリットショルダーＶｅｒ2（エクリュー）
77 スリットショルダーＶｅｒ2（ブラック）

50,000
円以上

55,000
円以上

41 深海ミネセラ４点詰合せ（化粧品セット）
78 ふくよかボストン（こげ茶）
42 棚倉田舎倶楽部 土日祝日1泊1R3食付プレー券
79 ３０１キュート（グリーン）

56,000
円以上

80 ３０１キュート（オレンジ）
81 ３０１キュート（ブラック）

74,000

43 福島牛 １．５kg

100,000

44 ルネサンス棚倉 シーズンプランペア宿泊券（1泊2食付）

円以上

円以上

135,000 45 ルネサンス棚倉 ちょっと贅沢プランペア宿泊券（1泊2食付）
円以上
※御記入いただきました個人情報は、棚倉町個人情報の保護に関する条例に基づき適正に管理します。

棚倉町ふるさと納税 寄附申込書

ＦＡＸ ：

０２４７-３３-３７１５

7. 希望御礼品
1 万円以上御寄付いただきました方には、御礼の品を送付いたしますので、御礼品一覧より、番号、御礼
品名、寄附金額、数量を下の欄に御記入下さい。
番号
選択1

選択2

選択3

希望御礼品名

数量

寄附金額

