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千葉県 一宮町

一宮町内宿泊施設利用補助券（
５枚）

50,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（５枚）

50,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（６枚）

60,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

ICHINOMIYASURFING満喫券（６枚
）

60,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一宮町内宿泊施設利用補助券（
６枚）

60,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（６枚）

60,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

ICHINOMIYASURFING満喫券（７枚
）

70,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（７枚）

70,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

一宮町内宿泊施設利用補助券（
７枚）

70,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（７枚）

70,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（８枚）

80,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

ICHINOMIYASURFING満喫券（８枚
）

80,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
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千葉県　一宮町

一宮町内宿泊施設利用補助券（
８枚）

80,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（８枚）

80,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（９枚）

90,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

ICHINOMIYASURFING満喫券（９枚
）

90,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一宮町内宿泊施設利用補助券（
９枚）

90,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（９枚）

90,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（１０枚）

100,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

ICHINOMIYASURFING満喫券（１０
枚）

100,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一宮町内宿泊施設利用補助券（
１０枚）

100,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（１０枚）

100,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

COFF（メゾネットスイート素泊
プラン定員２名）

82,000円

外観はコンテナでも中には贅沢
なジャグジー付で人気の２階建
て”メゾネットスイート”。
”離れ”のようにくつろげる空
間でゆっくりとした時間をお過

ホテル一宮シーサイドオーツカ
宿泊プラン

185,000円

『極み！外房の至高の素材を味
わう贅沢プラン！』
 
外房の近海で捕れた新鮮鮑と伊
勢海老を食して喜び、天然温泉
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千葉県　一宮町

ヤクルト配達見守り訪問4週間（
ヤクルト400類28本）

10,000円

「離れて暮らす大切な人にヤク
ルト商品をお届けする見守り訪
問サービス」
寄附者様が指定された世帯にヤ
クルトレディが週に1回定期的

ヤクルト配達見守り訪問14週間
（ヤクルト400類98本）

30,000円

「離れて暮らす大切な人にヤク
ルト商品をお届けする見守り訪
問サービス」
寄附者様が指定された世帯にヤ
クルトレディが週に1回定期的

ヤクルト配達見守り訪問24週間
（ヤクルト400類168本）

50,000円

「離れて暮らす大切な人にヤク
ルト商品をお届けする見守り訪
問サービス」
寄附者様が指定された世帯にヤ
クルトレディが週に1回定期的

お墓掃除（1回分）

40,000円

お墓のお掃除代行サービス（1
回分）

遠方に住んでいて、ご実家・ご
親戚のお墓参りに行けないなど

お墓掃除（4回分）

160,000円

お墓のお掃除代行サービス（年
4回分）

遠方に住んでいて、ご実家・ご
親戚のお墓参りに行けないなど

草刈り作業（半日分）

60,000円

草刈り作業代行サービス（半日
分）

一宮町出身者の皆様、なかなか
ふるさとに帰ることができない

庭木剪定・伐採作業（半日分）

60,000円

庭木剪定・伐採作業代行サービ
ス（半日分）

一宮町出身者の皆様、なかなか
ふるさとに帰ることができない

【ジャンプライズ】モンスター
アブゾーバーロングキャスト92/
3

210,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズで発
売になったばかりの大人気オフ
ショアキャスティングロッド『
モンスターアブソーバーロン…

【ジャンプライズ】モンスター
アブゾーバーロングキャスト92/
4

215,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズで発
売になったばかりの大人気オフ
ショアキャスティングロッド『
モンスターアブソーバーロン…

【ジャンプライズ】シーバスル
アー5本セット（Ver2）

33,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気シーバスルアー５本セット
（Ver2）です。
2021年の新商品、チャタビー60

【ジャンプライズ】青物ルアー2
本セット(Ver2)

27,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの青
物ルアー2本セットとオリジナ
ルルアーケースです。
ショアオフショア問わず、キハ

【ジャンプライズ】モモパンチ
（60ｇ）4本セット

17,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気メタルジグ（モモパンチ60
g）4本セットです。
モモパンチはオフショアはもち
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