
 

 
杉戸町ふるさと応援寄附金の返礼品に 

「杉戸町新春マラソン大会の参加権」を追加します 
 

町では、ふるさと納税制度（杉戸町ふるさと応援寄附金）を活用し、寄附金の増収促進による自

主財源の確保とともに、町の魅力発信及び産業振興を図ることなどを目的として、現在、新鮮な地

元農産物やアグリパークゆめすぎとの収穫体験チケットなど、地域の特性を生かした返礼品を４５

種類用意しております（資料１参照）。 

そして、今回新たな試みとして、下記のとおり、新年に開催される「杉戸町新春マラソン大会の参加

権」を返礼品の１つとして追加しました。 

今後においても、杉戸町ふるさと応援寄附金を通じて、町の魅力を幅広く発信し、交流人口の拡大や

地域活性化に繋がるよう取り組んでまいります。 

 

■概 要 

 １ 目 的 町外の多くの方々に「杉戸町新春マラソン大会」に参加していただきたい。そして、参

加者の方々には、町内を走りながら杉戸町の魅力を肌で感じていただき、特に入賞者には

杉戸町の特産品が贈呈されることから、その魅力も発信していただくことを期待するもの

です。 

 ２ 受付期間  平成３０年１０月１日（月）から１１月３０日（金）まで 

 ３ 杉戸町新春マラソン大会（資料２参照） 

   □日 時  平成３１年１月２７日（日）８時３０分から 

   □場 所  杉戸町立杉戸小学校（住所：杉戸町内田２－９－２８） 

 ４ 返礼品の内容 

   □寄附額 １万円 

   □参加できる種目 

  

 

 

        

 

■その他 

【取材対応】 取材を希望される報道各社の方につきましては、事前に記者発表担当（本紙

上欄の電話番号。「杉戸町ふるさと応援寄附金」につきましては『政策財政

課』、「杉戸町新春マラソン大会」につきましては『社会教育課』となりま

す。）までご連絡ください。 

 

一般男子（高校生～39歳）  

 

一般男子（高校生以上）  

一般男子（40歳以上） 一般女子（高校生以上） 

一般女子（高校生～39歳） 親子の部（子どもは小学2年生以下）  1.0㎞ 

一般女子（40歳以上） 仮装の部 1.0㎞未満 

10.0㎞ 

3.0㎞ 

杉戸町記者発表資料 

【杉戸町ふるさと応援寄附金】 

○ 担当課名 政策財政課 

○ 担当者 新堀・渡邉 

○ 電話番号 0480-33-1111（内線272） 

【杉戸町新春マラソン大会】 

○ 担当課名 社会教育課 

○ 担当者 渡邉 

○ 電話番号 0480-33-1111（内線493） 
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No.001埼玉県杉戸町産コシヒカリ5k 
g

10,000円

自然豊かな杉戸町で育てられたコシ
ヒカリをお申し込みをいただいてか
ら精米の上、お届け致します。提供
：埼玉みずほ農業協同組合http://w
ww.ja-saitamamizuho.or.jp/ricela
ndsakura/

No.002健康古代米
五色米(玄米)&五色米ご飯

10,000円

五色米（玄米）は、杉戸産古代米(
黒米・赤米・みどり米)・特別栽培
米コシヒカリ、もち米の5種類の米
をブレンド。健康効果で注目されて
いる玄米と古代米を簡単に食せます
。提供：つばき食の会

No.003早生次郎柿　約4kg

10,000円

大ぶりで形がよく、たっぷりとした
甘みが特徴です。柿栽培に適した豊
岡地区で、農薬をできるだけ使わな
いで一つずつ大切に育てています。
提供：豊岡柿出荷組合

No.004まいたけ　12株

10,000円

無農薬で安心・新鮮な美味しいまい
たけです。まいたけは、肥満防止や
がん細胞の抑制などのさまざまな薬
効も認められており、健康維持にも
最適です。提供：福田まいたけ園

No.005巨峰　約2kg

10,000円

※今年度の受付を終了しました。数
量限定（50セット）粒が大きくて甘
いぶどうです。提供：田原ぶどう園

No.006国産うなぎ蒲焼(1人前)

10,000円

三井財閥の料亭「松の茶屋」の味を
礎とする、明治創業の割烹料理屋。
季節ごとに産地を変える国産うなぎ
を使い、百三十年前より継ぎ足し続
けた秘伝のタレをつけ、備長炭で焼
き上げる蒲焼は杉戸町の推奨品にも
選ばれています。百三十年の伝統の
味をぜひご賞味ください。…

No.007合鴨ロース肉セットA

10,000円

近郊農場で飼育の合鴨を自社工場に
てカット。すべて手作業にて加工し
ています。合鴨は農場にて、のびの
び育てられています。提供：有限会
社　武井鶏園http://www.takeikeie
n.co.jp/

No.008手打ち蕎麦・ちりめん山椒セ
ット

10,000円

蕎麦は国産品にこだわり、店内での
石臼挽自家製粉の手打蕎麦です。ち
りめん山椒は、極上のちりめんじゃ
こと実山椒を酒、味醂、砂糖、醤油
などで炊き上げ乾燥させました。提
供：蕎麦の膳
芝甲https://www.shibakou.org/

No.009手打ち蕎麦・蕎麦けーきセッ
ト

10,000円

蕎麦は国産品にこだわり、店内での
石臼挽自家製粉の手打蕎麦です。蕎
麦けーきは国産の蕎麦の実と蕎麦粉
を使い、小麦、玉子等を丹念に練り
こみ風味良く焼き上げました。提供
：蕎麦の膳
芝甲https://www.shibakou.org/

No.010柿酢

10,000円

杉戸町特産早生次郎柿100％。3年熟
成の柿酢。提供：柿酢工房ファルコ
ン

No.011手作り味噌セット

10,000円

数量限定（50セット）杉戸産の大豆
とお米をふんだんに使用したこだわ
りの熟成味噌は、それぞれの味わい
が楽しめます。また、杉戸産の野菜
がベースの風味まろやかなドレッシ
ングをあわせました。提供：有限会
社　アグリパークゆめすぎとhttp:/
/www.pikaru.co.jp/

No.012自然発酵　古代米味噌

10,000円

県特別栽培米コシヒカリと国産大豆
、杉戸産古代米(みどり米)を使用、
10ヶ月じっくり熟成させています。
古代米独自のうまみがあり、味噌汁
や和え物、和風サラダなどへ幅広く
利用できます。提供：つばき食の会

masuda50424
タイプライターテキスト

masuda50424
タイプライターテキスト
資料１

masuda50424
タイプライターテキスト
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No.013杉戸町推奨土産品
ほんもろこ醤油煮

10,000円

※今年度の受付を終了しました。養
殖小魚の「ほんもろこ」を使用して
います。醤油で煮て、ショウガなど
で風味を加えてさっぱりとした味に
仕上がっています。ご飯のお供や、
酒のつまみに最適です。提供：有限
会社　窪田商店

No.014杉戸銘菓詰合せA

10,000円

杉戸町推奨品。すぎぴょん＆日光道
中杉戸宿にちなんだオリジナル菓子
の詰合せ。提供：御菓子司いのうえ
http://okashishiinoue.wixsite.co
m/okashishiinoue

No.015和マドレーヌとナタル(ダッ
クワーズ)の詰合せ

10,000円

数量限定（2000セット）ＴＶで紹介
された和マドレーヌと杉戸産のそば
粉を使ったダックワーズの詰合せ。
提供：ストロベリーショートケーキ
http://www.strawberryshortcake15
sugito.com/

No.016たまご屋坂斉のスイーツAセ
ット

10,000円

新鮮な卵の風味とほどよいしっとり
感のカステラ、くるみの入った生キ
ャラメルをタルト生地で挟んで焼い
たエンガディナー、チョコ・くるみ
・アーモンド・ゴマのミックスクッ
キーの詰合せです。提供：有限会社
坂斉養鶏場

No.017たまご屋坂斉のスイーツBセ
ット

10,000円

新鮮な卵の風味とほどよいしっとり
感のカステラ、チョコ・くるみ・ア
ーモンド・ゴマのミックスクッキー
、上質な卵とバターをふんだんに使
った、プレーンと香り豊かな抹茶マ
ドレーヌの詰合せです。提供：有限
会社　坂斉養鶏場

No.018たまご屋坂斉のスイーツCセ
ット

10,000円

新鮮な卵の風味とほどよいしっとり
感のカステラ、上質な卵とバターを
ふんだんに使った、プレーンと香り
豊かな抹茶マドレーヌの詰合せです
。提供：有限会社　坂斉養鶏場

No.019純米酒「清地村」・本醸造「
杉戸宿」セット

10,000円

純米酒「清地村」：杉戸宿の助郷清
地村を酒名とした酒。さらっとした
飲み口の良い酒。本醸造「杉戸宿」
：宿場町杉戸宿を酒名とした酒。飲
みごごちのいい酒。提供：関口酒造
株式会社

No.020純米吟醸酒　欣香720ml

10,000円

数量限定（400本）水戸吉久保酒造
より、杉戸町の生きものはぐくむ田
んぼで育った有機米コシヒカリを日
本酒に仕立ててもらいました。有機
米のさわやかな香りと甘みが際立つ
職人の技を是非味わってください。
提供：有限会社　アールキューブエ
コhttp://r3-eco.jp/

No.021純米吟醸酒
欣香の梅酒500ml

10,000円

数量限定（100本）有機コシヒカリ
で仕込んだ欣香原酒につけ込んだ梅
酒です。砂糖は和三盆を一部使用し
、まろやかでかろやかな梅の香りあ
ふれる甘酸っぱいお酒です。提供：
有限会社　アールキューブエコhttp
://r3-eco.jp/

No.022小林園芸
シクラメン（6号）

10,000円

※今年度の受付を終了しました。数
量限定（50個）1鉢1鉢愛情こめて手
作りしたシクラメンをお届けします
。提供：小林園芸

No.023菜花村　シクラメン（6号）

10,000円

※受付を終了しました。暮から正月
にかけての人気の鉢花提供：株式会
社　菜花村

No.024農園収穫体験チケット(お土
産にお米1kg付き)

10,000円

数量限定（100枚）お子様などに人
気の季節野菜の収穫体験ができます
。自分で収穫した新鮮野菜は格別で
す！体験後はお米1kgのお土産付き
です。「道の駅アグリパークゆめす
ぎと」は子連れで立ち寄ろう関東で
おすすめの道の駅ランキングにて埼
玉県内では1位を獲得。※Comolib(
子連れ・子供の遊び場探しサイト）
提供：有限会社　アグリパークゆめ
すぎとhttp://www.pikaru.co.jp/
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No.043天然はちみつ(そば入り)
600g

10,000円

蜂が夏そば、秋そばの畑をホームグ
ラウンドとして元気に飛び回って集
めた、そば入り蜂蜜をお届けいたし
ます。提供：ふるさと農園

No.044天然百花はちみつ　600g

10,000円

雄大な江戸川と、里の四季折々に咲
く花々から集められた蜂蜜をお届け
いたします。提供：ふるさと農園

No.045杉戸天然温泉　雅楽の湯
入館ペアチケット

10,000円

埼玉県は東部。かつて日光街道の宿
場町として栄えた杉戸町に平成24年
4月11日に開湯した杉戸天然温泉雅
楽の湯(うたのゆ)。源泉かけ流しの
温泉、高濃度炭酸温泉、足湯、岩盤
処、ビュッフェレストラン、和食レ
ストラン、癒し処など、一日ゆった
りおくつろぎいただける空間をご用
意いたしました。提供：三和興産
株式会社http://www.utanoyu.com/

No.025埼玉県杉戸町産コシヒカリ10
kg

20,000円

自然豊かな杉戸町で育てられたコシ
ヒカリをお申し込みをいただいてか
ら精米の上、お届け致します。提供
：埼玉みずほ農業協同組合http://w
ww.ja-saitamamizuho.or.jp/ricela
ndsakura/

No.026巨峰+シャインマスカット
約3kg

20,000円

※今年度の受付を終了しました。数
量限定（50セット）巨峰は粒が大き
くて甘いぶどうです。シャインマス
カットは皮ごと食べられるぶどうで
す。提供：田原ぶどう園

No.027国産うなぎ蒲焼(2人前)

20,000円

三井財閥の料亭「松の茶屋」の味を
礎とする、明治創業の割烹料理屋。
季節ごとに産地を変える国産うなぎ
を使い、百三十年前より継ぎ足し続
けた秘伝のタレをつけ、備長炭で焼
き上げる蒲焼は杉戸町の推奨品にも
選ばれています。百三十年の伝統の
味をぜひご賞味ください。提供：株
式会社
髙橋屋http://www.takahashiya.org
/

No.028合鴨ロース肉セットB

20,000円

近郊農場で飼育の合鴨を自社工場に
てカット。すべて手作業にて加工し
ています。このサイズは自信の大き
さです。提供：有限会社　武井鶏園
http://www.takeikeien.co.jp/

No.029蕎麦の膳芝甲満足セットA

20,000円

芝甲自慢の蕎麦を始め、うどん、ち
りめん山椒をセットにした満足セッ
トです。提供：蕎麦の膳
芝甲https://www.shibakou.org/

No.030蕎麦の膳芝甲満足セットB

20,000円

芝甲自慢の蕎麦を始め、うどん、蕎
麦けーきをセットにした満足セット
です。提供：蕎麦の膳
芝甲https://www.shibakou.org/

No.031杉戸銘菓詰合せB

20,000円

杉戸町推奨品。すぎぴょん＆日光道
中杉戸宿にちなんだオリジナル菓子
の詰合せ。提供：御菓子司いのうえ
http://okashishiinoue.wixsite.co
m/okashishiinoue

No.032純米吟醸酒　欣香720ml×2

20,000円

数量限定（200セット）水戸吉久保
酒造より、杉戸町の生きものはぐく
む田んぼで育った有機米コシヒカリ
を日本酒に仕立ててもらいました。
有機米のさわやかな香りと甘みが際
立つ職人の技を是非味わってくださ
い。提供：有限会社　アールキュー
ブエコhttp://r3-eco.jp/

No.033純米吟醸酒
欣香と欣香の梅酒セット

20,000円

数量限定（100セット）有機米コシ
ヒカリで仕込んだ欣香と欣香梅酒の
セットです。提供：有限会社　アー
ルキューブエコhttp://r3-eco.jp/
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No.034小林園芸
シクラメン（8号）

20,000円

※今年度の受付を終了しました。数
量限定（30個）1鉢1鉢愛情こめて手
作りしたシクラメンをお届けします
。提供：小林園芸

No.035菜花村　シクラメン（8号）

20,000円

※受付を終了しました。暮から正月
にかけての人気の鉢花提供：株式会
社　菜花村

No.036バーベキュー場利用チケット

20,000円

大人気のバーベキュー広場。ゴール
デンウィークや夏休みなどは、満席
になるほどの人気です。食材の野菜
は、農産物直売所で新鮮野菜が購入
できます。「道の駅アグリパークゆ
めすぎと」は子連れで立ち寄ろう関
東でおすすめの道の駅ランキングに
て埼玉県内では1位を獲得。※Comol
ib(子連れ・子供の遊び場探しサイ
ト）提供：有限会社　アグリパーク
ゆめすぎとhttp://www.pikaru.co.j
p/

No.037国産うなぎ蒲焼(3人前)

30,000円

三井財閥の料亭「松の茶屋」の味を
礎とする、明治創業の割烹料理屋。
季節ごとに産地を変える国産うなぎ
を使い、百三十年前より継ぎ足し続
けた秘伝のタレをつけ、備長炭で焼
き上げる蒲焼は杉戸町の推奨品にも
選ばれています。百三十年の伝統の
味をぜひご賞味ください。提供：株
式会社
髙橋屋http://www.takahashiya.org
/

No.038合鴨肉セットC

30,000円

近郊農場で飼育の合鴨を自社工場に
てカット。すべて手作業にて加工し
ています。自信の肉質です。提供：
有限会社　武井鶏園http://www.tak
eikeien.co.jp/

No.039国産杉一枚板の色紙と透かし
彫り木札

30,000円

杉戸町の町名にちなんだ国産杉1枚
板。揮毫、サイン等頂く場合、紙と
は一味違った印象になります。また
町名にちなんだ杉材の木札に、職人
が名字を透かし彫りしてお作りしま
す。提供：株式会社　杉戸銘木店ht
tp://sugitomeiboku.com/

No.040国産うなぎ蒲焼(4人前)

40,000円

三井財閥の料亭「松の茶屋」の味を
礎とする、明治創業の割烹料理屋。
季節ごとに産地を変える国産うなぎ
を使い、百三十年前より継ぎ足し続
けた秘伝のタレをつけ、備長炭で焼
き上げる蒲焼は杉戸町の推奨品にも
選ばれています。百三十年の伝統の
味をぜひご賞味ください。提供：株
式会社
髙橋屋http://www.takahashiya.org
/

No.041国産うなぎ蒲焼(5人前)

50,000円

三井財閥の料亭「松の茶屋」の味を
礎とする、明治創業の割烹料理屋。
季節ごとに産地を変える国産うなぎ
を使い、百三十年前より継ぎ足し続
けた秘伝のタレをつけ、備長炭で焼
き上げる蒲焼は杉戸町の推奨品にも
選ばれています。百三十年の伝統の
味をぜひご賞味ください。提供：株
式会社
髙橋屋http://www.takahashiya.org
/

No.042杉戸天然温泉　雅楽の湯
入館券10枚セット

50,000円

埼玉県は東部。かつて日光街道の宿
場町として栄えた～杉戸町に平成24
年4月11日に開湯した杉戸天然温泉
雅楽の湯(うたのゆ)。源泉かけ流し
の温泉、高濃度炭酸温泉、足湯、岩
盤処、ビュッフェレストラン、和食
レストラン、癒し処など、一日ゆっ
たりおくつろぎ頂ける空間をご用意
致しました。提供：三和興産
株式会社http://www.utanoyu.com/
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