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桜井市ふるさと寄附金返礼商品開発及びふるさと寄附金返礼商品協力事業者募集要領  

               

Ⅰ．募集期間  

随時募集  

Ⅱ．応募方法  

1. 様式第１号の申請書に必要事項を記入し、様式第 1 号 -2（お礼の品概要説明）と   

お礼の品画像、様式第２号の誓約書を添えて桜井市商工会（以下商工会）まで持参

又はメールで提出ください。なお誓約書は原本をご提出ください。  

 

Ⅲ．応募の要件  

  1．事業者は、原則として本店、支店、営業所のいずれかを、桜井市内に有する法人ま

たは個人事業主で、商工会の会員事業所  

2．市税等に滞納がないこと  

3．代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者  

4．お礼の品は、奈良県内で製造・加工・採取・栽培等をしている商品または市内事業

者が販売・サービス等の取扱をしているものとし、全国に向けて桜井市の魅力発信

に繋がるような商品  

  5．お礼の品の点数は、特に上限はありません。但し、商工会が必要と認めた場合は制

限を求めることがあります。  

6．お礼の品は、１品あたり納税額の 3 割以内（商品代、消費税等の経費を含む。発送

は指定伝票をお届けいたしますので利用ください。）とします。なお、商品は、「単

品」「詰め合わせ」のどちらでもかまいません。  

   7．お礼の品発送についての情報は、市内に事業所がある場合は、原則商工会が指定す

る配送業者を使用し、商品は各社にて梱包、発送をしていただきます。  

Ⅳ．ふるさと寄附金返礼商品及びふるさと寄附金返礼協力事業者の承認  

1. 応募いただいたふるさと寄附金返礼商品及びふるさと寄附金返礼商品協力事業者

につきましては、選考委員会において選考を行います。  

2. 選考委員会における選考結果については、申請者へ通知いたします。  

3. ふるさと寄附金返礼商品及びふるさと寄附金返礼商品協力事業者の承認の有効期

間は、業務委託契約締結日の含む年度の３月３１日までとなります。  

4. ふるさと寄附金返礼商品及びふるさと寄附金返礼商品協力事業者の承認の有効期

限 30 日前までに申出がない場合は、参加申請書・返礼商品概要説明を再提出する

ことなく翌年度の承認を得ることができます。  

5. 選考委員会が、ふるさと寄附金返礼商品として適当でない、又はふるさと寄附金返

礼商品協力事業者として適当でないと認めた場合は承認せず、また承認を得た後で

商工会員様用  
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あっても適当でないことが判明した場合には、承認を取り消すことがあります。  

6. 商品発送に関する連絡等は商工会が業務委託した会社・団体より連絡を行います。 

Ⅴ．契約・支払方法  

1．承認を受けたふるさと寄附金返礼商品協力事業者は商工会ならびに商工会が業務

委託を行う事業者とふるさと寄附金返礼商品の配送に係る業務委託契約を締結し

ます。契約期間は、契約日から契約年度の３月末日  までとします  

   2．事業者は、お礼の品の金額に件数を乗じた額を、商工会に請求書を提出します。  

   3．商工会は、月末までに商工会へ到着した請求書記載の金額を確認の上、翌月末まで

に振込手数料を差し引いて事業者へ支払います。  

Ⅵ．ふるさと事業者のメリット  

1. 承認されたふるさと寄附金返礼商品及びふるさと寄附金返礼商品協力事業者につ

いては、ふるさと寄附金返礼商品用ホームページや広告物にて事業者名、ふるさと

寄附金返礼商品名及び画像等を掲載します。  

2. 市の依頼に基づき、寄附者へふるさと寄附金返礼商品を送付する際に、ふるさと寄

附金返礼商品協力事業者のパンフレットなどを同封し、事業者のＰＲ  や販売促進

活動を広く行うことができます。  

 

Ⅶ．個人情報の取扱い  

1. 本事業で得た個人情報の扱いについては、桜井市個人情報保護条例及び関係法令を

遵守しなければならず、業務の遂行にあたり商工会または商工会が委託した会社・

団体が提供した寄附者の個人情報については、ふるさと寄附金返礼商品の送付以外

の目的に使用することはできません。ただし、寄附者からふるさと寄附金返礼商品

協力事業者へ直接  連絡があった等の経緯により改めて入手した個人情報について

はこの限りではありません。  

Ⅷ．その他留意事項  

1. その他応募及び業務の遂行に必要な事項については、商工会と事業者双方で協議の

うえ適切に対処する事とします。  

2. 多くの企業から同一商品の応募があった場合、商工会への応募の到着順に審査を行

うため、先に応募いただいた企業のお礼の品をふるさと寄附金返礼商品に承認しま

す。情報公開までにはデータの調整等システム的な時間が必要となるため、データ

が整い次第、順次情報を公開していきます。  

3. 国からの通達またはふるさと納税制度の改変により要項が改正された場合は予め

通知し返礼商品の削除・変更をお願いする場合があります。  



様式第1号

年 月 日

桜井市商工会　　様

所在地（住所）

事業者名

代表者名（氏名） 印

桜井市ふるさと寄附金商品開発返礼商品協力事業者として参加申請します。

詳細は、別紙のとおり

添付書類

3　誓約書

桜井市ふるさと寄附金返礼商品事業協力参加申請書

平成

1　承認を受けようとする返礼品の概要説明資料（様式第1号の2）

2　お返しの品写真

担当者所属・氏名

返礼品名

連絡先

電話番号

FAX番号

電子メール

桜井市商工会ohta
テキストボックス
　 西暦



桜井市商工会長 殿 

 

□商品代金振込口座 

商品代金は下記口座へお振込をお願いします 

 

※商品代金は、様式第１号の２「ふるさと寄附金事業返礼商品 概要説明」にご記入頂き

ました単価に商品数量を掛け送料の実費を加えた金額を桜井市商工会へ請求いただき、そ

の金額から振込手数料を差し引いて上記口座へ振り込みます。 

 

 

 

 

平成 年 月 日   申請者名     

 

 

 

事務局受付印 事業所登録番号 備考 確認１ 確認２ 

     

振込方法 銀行振込 

口座名義        

フリガナ         

金融機関名        支店名       

預金種類 ☐普通 ☐当座 口座番号     

桜井市商工会ohta
テキストボックス
西暦



様式第２号 

誓約書 

 
 桜井市ふるさと寄附金返礼品協力事業参加の申請をするにあたり、次の事項について誓

約します。 

 
申請及び審査について 
 １ 桜井市ふるさと寄附金返礼品協力事業参加申込書の提出書類の記載事項は真実に

相違ありません。 
 ２ 審査において、在住状況確認及び納税状況確認のため、在住に関する情報が確認さ

れることについて了承します。 
３ 桜井市税の滞納がなく、市が必要に応じて滞納状況を確認されることについて了承

します。 
４．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律代 77 号）第 2 条

第 2 号に規定する暴力団及び同条第 6 号に規定する暴力団員である役職員を有す

る団体並びにそれらの利益となる活動を行うものではありません。 
 ５ 認定基準に適合しないと判断された場合及び申請資格に適合しないと判断された

場合に、桜井市ふるさと寄附金返礼品協力事業者の認定対象から除外されても、何

ら異議を申し立てません。 

 
認定を受けた場合について 
 １ 事業の実施において、桜井市ふるさと寄附金返礼品協力事業者募集要領及び市長の

指示に従います。 
 ２ 認定を受けた返礼品の生産、製造及び適正な品質管理体制を整備するとともに、消

費者に対して安全と信頼の確保に努めます。 
 ３ 認定を受けた返礼品の品質、流通及び販売等において事故等の問題が生じたときは、

当方が一切の責任を負います。 
４ 個人情報取り扱いについては、個人情報保護法に基づき本事業以外に使用するこ

とがないよう十分留意し、個人情報の流出がないよう対策を講じます。 
流出等の事故が生じた時は当方が賠償を含む一切の責任を負います。 

 
   西暦   年 月 日 

 
 桜井市長 様 

 
所在地（住所） 
名 称（商号）               印 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
代表者氏名                 印 
代表者住所                  
代表者生年月日  



様式第 1 号の 2－Ｒ 

ふるさと寄附金事業返礼商品概要説明 （楽天用） 

事業者名        

自社楽天販売用ページ □あり    □なし 

ふるさとチョイス掲載 □あり    □なし 

商品管理番号 

（記入不要） 
 

商品番号 

（記入不要） 
 

商品名 

（全角 127 文字以内） 

【ふるさと納税】 

PC 用キャッチコピー 

（全角 87 文字以内） 

 
 
 
 
 
 

モバイル用 

キャッチコピー 

（全角 30 文字以内） 

 

請求商品価格（税込） ￥ 寄附金額（記入不要）  

上記価格の値引率 □０％  □７％  □１５％ □その他（    ％） 

のし対応 □対応する （別紙のし対応表記入）   □対応しない 

販売期間指定有り→→ 

□販売期間指定なし 

販売開始日時    年  月  日   時   分 
販売終了日時    年  月  日   時   分 

注文受付数 □通常在庫    □在庫設定→在庫数     個 

納期限 

□注文後すぐ発送（店舗休業日を除く） 
□注文後   日以内に発送（店舗休業日を除く） 
□注文後製作   日または   ヶ月後発送 



PC 用商品説明 

（5,120 文字以内） 

 

□別途 HTML あり 

 

スマートフォン用 

商品説明 

（5,120 文字以内） 

 

□別途 HTML あり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PC 販売説明文 

（5,120 文字以内） 

 

□別途 HTML あり 

 

 

スマートフォン 

販売説明文 

（5,120 文字以内） 

 

□別途 HTML あり 

 



商品画像数 

・2MB 以内 

・1200×1200 ピクセル以内 

（ただし 700×700 を下回る

場合は不可） 

 

□提供あり     枚  □別途撮影必要 
□チョイス用提出済みの画像再利用 
□画像加工が必要な場合（商工会・事業所）で行う 
※画像の著作権にご注意ください 
※サイズにより画像の上下両面が切れる場合があります 
※楽天商品画像登録ガイドラインに沿って掲載します 

JAN コード □なし   □あり（                ） 

動画（HTML ソース） □別途提供あり   □なし 

楽天ページをお持ちの事業者（著作権等の関係でお尋ねします） 

自社ページと統一し

たデザインで作成 
□希望する  □どちらでもよい □オリジナルデザイン 

上記質問で、希望する、どちらでもよいとお答えいただいた方は下記質問もお答えください。 

自社ページデザイン □使用可   □使用不可 

自社ページ画像 □使用可   □使用不可 

自社ページソース □使用可   □使用不可 

※ページの内容により同様のデザインにならない場合がありますので予めご了承ください。 

その他特記事項 

 
 
 
 

※ここからは記入不要↓ 

全商品ディレクトリーID  

タグ ID  

カタログ ID  

 

表示カテゴリー 

 

 

商品テンプレート設定 テンプレート A  B  C  D  E   F  G 

その他特記事項 

       

注：商品写真はデーターで提出してください 



受付印 審査承認 

  市 商工会 まち会社 

/ / / 
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商品説明 

 

商品を作っている場所 

例： 

自然あふれる・・・ 

三輪山の麓で・・・ 

歴史ある建物・・・ 

 

 

商品に対するこだわり 

例： 

なるべく農薬は使わず・・・ 

すべて手作業で・・・ 

素材・材料・調理法・・・ 

 

 

商品を作る際、大切にしていること 

例： 

夏場の暑い時期は・・・ 

加工をするときは・・・ 

実が熟す前に・・・ 

 

 

おすすめの食べ方・用途・保存 

例： 

〇〇と一緒に・・・ 

素材の味そのまま・・・ 

〇〇なお部屋に・・・ 

食べる少し前に解凍・・・ 

 

 

事業者様について 

例： 

〇年間〇〇一筋で・・・ 

〇〇や○○を手作りで・・・ 

家族・夫婦で・・・ 

 

 

 

※上記内容は、ふるさとチョイス等のふるさと納税返礼品のサイトに掲載する際に使用させていただ

きます。あらかじめご了承ください。 




