令和３年（２０２１年）３月１１日

八王子エール便「エールカード」の募集開始
－ 医療最前線に届け

市民のエール －

市では、新型コロナウイルス感染症治療の最前線で働くみなさんに感謝の気持ちを伝
えるため、ふるさと納税寄附金を活用して、
「八王子エール便」を企画しました。
感染拡大が止まらない中、市民の命を守る活動に尽力されている医療現場の方々に、
市民から寄せられた「エールカード」とともに、八王子ゆかりの品をお届けします。
３月１５日号広報紙で「エールカード」の募集を開始しますので、お知らせします。
記
１

「エールカード」の募集（別紙）
広報紙３月１５日号に折り込み、市内２７万５千世帯に配布します。
はがきの💛マーク内にメッセージを記入し、ポストに投函してい
ただきます。寄せられた直筆のメッセージをそのまま医療従事者の
みなさんにお渡しします。

２

医療従事者向け「エール便 ギフトカタログ」（別紙）
ふるさと納税で人気の返礼品から、「おうちで楽しんでいた
だけるもの」を中心に２４品をセレクトしました。

３

「エールカード」と「ゆかりの品」をお贈りする方々
新型コロナウイルス感染症患者 受入医療機関で働く医療従事者（約５，０００名）

４

今後のスケジュール
３月１５日
「エールカード」を折り込んだ広報紙を全戸配布
３月３１日
４月上旬～

「エールカード」の受付締め切り
医療従事者のみなさんに、希望のお品と「エールカード」をお届け

５

その他
後日、みなさんからいただいた「エールカード」をもとにポスターを作成し、上記以
外の医療機関にお送りする予定です。
＜問い合わせ＞都市戦略部 都市戦略課長 中正由紀
電話０４２－６２０－７３３５

医療最前線に感謝を

八王子エール便

あなたのエールを
お寄せください
みなさんの手書きの「エールカード」を市までお寄せください。
約5,000名の新型コロナの医療現場で働く方々のお手元に
八王子ゆかりの品を添えてお届けします。

この取り組みは、ふるさと納税等を通じてお預かりした「新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金」を活用しています。
切り取り

郵便はがき

八王子エール便とは

料金受取人払郵便

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化するなか、八王子
市内の患者受入医療機関で働くみなさんは、日々ウイルスと
闘いながら、過酷な現場で命を守る活動にあたっています。

八王子局
承
認

2231

八王子市では、こうした医療最前線の方々に敬意と感謝を込
めて、八王子ゆかりの品とともに市民の方からのメッセージを
お届けする「八王子エール便」を企画しました。

差出有効期間
令和 3年 ３月
3１日まで
(切手不要)

右の「エールカード」に、医療現場のみなさんへの感謝や応援メッセー
ジをご記入のうえ、点線で切り取って、ポストに投函してください。
大人からもお子さんからも、「あたたかいエール」をお待ちしています。

（受取人）

八王子市元本郷町3丁目24番1号

八王子市役所 都市戦略課 行

切り取り

参加方法

1 9 2 8 7 3 1

※ カードには、住所や氏名など個人が特定できる情報は記入しないようお願いします。
またカードを複数お書きいただける場合は、下記までご連絡ください。

エールカード受付締め切り
令和3年３月31日（水） 当日消印有効

お問い合わせ
八王子市 都市戦略部 都市戦略課
TEL: 042（620）7335 FAX: ０４２（６２７）５９３９
E-mail: b400100@city.hachioji.tokyo.jp

エールカード

おうちもお外も楽しい八王子

※このカタログに掲載しているギフトは、八王子市ふるさと納税の返礼品です。

織物のまち八王子の逸品

問い合わせ先 ： 八王子市 都市戦略部 都市戦略課 ☎042-620-7335
ひゃく れい こん

ギフト番号

17

芯からあったまる生薬入浴剤 百勵根
生薬入浴剤 20包×2個

ギフト番号

21

匠の技が光るシルクネクタイ（２柄セット）
シルク100％ ネクタイ 2本 ： ステッチソリッド(ﾜｲﾝ)、ストライプ(ﾈｲﾋﾞｰ）

9種の天然生薬を独自の製
法でブレンド。血行を末端ま
でめぐらし体の芯を温めるの
で、名前通り１回入れば100
日元気に。

励明園本舗

ギフト番号

18

織物の匠が織り上げる最高級ネクタ
イ。「他のネクタイができなくなる」最
高の締め心地。人気の2柄をセレクト。

成和ネクタイ研究所

食卓に華を添える「EFUKiN」4枚セット
麻100％キッチンクロス45×35cm ４枚

ギフト番号

22

シルクネクタイ＆p-Tieセット
シルク100％ネクタイ１本、ミニネクタイ1個

絵のように日常を彩る「エフ
キン」。おいしそうなイラストが
キッチンや食卓に華を添えて
くれます。ランチョンマットにも。

八王子織物工業組合

勝田ナセン

ギフト番号

19

ネイビーの織地に白ドットが人気の
高品質ネクタイとオリジナルのネクタ
イ型ピンバッチ。暑い夏もp－Tieでお
しゃれに！

アウトドア用焼肉鉄板 ヨコザワテッパン
鋼鉄製鉄板（200×150×4.5ｍm）、専用袋、金属コテ、アルミ製やっとこ、
防錆用油紙

ギフト番号

23

桑都手ぬぐい4柄セット（タペストリー棒付）
てぬぐい 90×36㎝ 4点、 タペストリー棒

アウトドア鉄板ブームの生みの
親。蓄熱性が高く、どんな肉でも
こんがりジューシーに焼け、極上
のアウトドア飯が楽しめます。

八王子の染工場で職人が染め
上げた手ぬぐいブランド。高尾
山にまつわる粋でモダンな絵柄
は、壁掛けとしても楽しめます。

医療最前線のみなさまに感謝を込めて
桑都手ぬぐい

ジェットスロウ 冒険用品

ギフト番号

20

安定感抜群のメスティン専用調理台M8ストーブ
とメスティンのセット M８ストーブ 1台、メスティン 1台

ギフト番号

24

シルクウールの軽やかストール（ボーダー）
ストール 53×18５cm （ ウール59％・シルク25％・綿16％ )

アウトドア用飯盒・メスティン
の専用ストーブ。高級ステンレ
スで作られ、独自構造による
抜群の安定感で使い勝手◎

「現代の名工」がシャトル織機で丁
寧に織り上げたストール。羽のように
軽くなめらかな風合いの逸品です。

※メスティンは市外製です。

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化するなか、
みなさまにおかれましては、市民の命を守る活動に
日々ご尽力いただき、心から敬意を表します。多くの方
が回復に向かうことができたのは、みなさまのおかげに
ほかなりません。本当にありがとうございます。
そんな心からの感謝と労いの気持ちを込めて、本市
ゆかりの品々を「八王子エール便」としてお贈りします。
八王子の豊かな自然と文化が育んだ24品から、ご希望
のものをお選びください。 市民からお預かりした手書き
のメッセージとともにお手元にお届けします。
この取り組みのきっかけは、ふるさと納税の寄附者の
方より、医療現場への感謝の声が多数添えられていた

小沢製作所

澤井織物工場

ことです。たくさんの方から寄せられたみなさまへの
エールが、この取り組みを通じてお伝えできれば幸いです。
医療に携わる方々がほっとできる日が、1日も早く
やってくることを願ってやみません。みなさま方のご負担
を少しでも減らせるよう、今後も私自身が先頭に立ち、
市民とともに感染拡大防止に努めてまいります。
みなさまのご健康を心よりお祈りしております。

八王子市長

「八王子エール便」お申し込み方法

ギフトの詳細は、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」にてご覧いただけます。

】

第１希望から第３希望までのお品をお選びいただき、別添申込はがきに必要事項をご記入の上、八王子市までご返送ください。
なお、提供数を上回った場合、ご希望に添えないことがありますのでご了承ください。

■はがきの締め切り：2021年3月31日（水）

ギフト番号

1

■エール便（ギフト＆エールカード）の発送時期：4月中を予定しています。

人気のマカロン＆ショコラテンダンスのセット
マカロン12個、チョコレートケーキ1本

ギフト番号

５

冷凍

パティスリー・メゾンドゥース

ギフト番号

本格ドイツ製法ソーセージ＆ハム9種詰め合わせ

2

ベーコン150g、チョリソー150g、ヴァイスブルスト180g、ロースハム150g、無塩漬ウィンナー
150g、特製焼豚150g、フライシュケーゼ100g×2枚、ヤークトブルスト150ｇ、コンビーフ200g

冷蔵

ギフト番号

3

厳選素材の濃厚バスクチーズケーキ2個セット
チーズケーキホール2個

：１、３、６、７、９

バナナ

乳

：１、３、５、６、７、１0

アーモンド：１

ゼラチン : 2、９

（ 2８品目中 ）

小麦 ：１、３、５、６、９

オレンジ ：１

えび

：５、９

数字 ＝ ギフト番号

大豆 ：１、６、９

豚肉

鶏肉

：５、９

９

スープカレー5０0ｇ×４袋

冷凍

奥芝商店

ギフト番号

６

和豚もちぶたの煮かつサンド４箱

ギフト番号

７

無添加スイートポテト15個、チョコマンマ1箱、プレーンプチ2袋、手ぬぐい1枚

高温で焼き上げた焦げ目の風味
がたまらない「バスチー」。濃厚で
クリーミーながらも何口でも食べ
られます。

13

ごま

： ７、９

カシューナッツ： ９

おうちで楽しむ八王子グルメ
自然豊かな八王子の贈り物

パッションフルーツ果汁入り飲料 16本セット
果汁入り飲料180ml 8本入り×２箱

冷凍

「一頭厳選」プレミアムヨーグルトセット

南国顔負けの八王子産完熟パッ
ションフルーツをたっぷり使った飲
料です。甘酸っぱくてフルーティー
なお味をお楽しみください。

八王子市農業協同組合

ギフト番号

プレミアムヨーグルト500ｍl 1個、天使のほほえみスペシャルヨーグ
ルト３００ｍｌ 1個、ジャージー飲むヨーグルト９00ml 1個

14

本格クラフトビール 高尾ビール6本セット
クラフトビール330ml(旬のできたて1～2種類）×6本

かあさん牛の名前がプリントされ
た数量限定の濃厚ヨーグルトな
ど、牛が気持ちよく暮らす磯沼牧
場だからつくれる特別セット。

冷蔵

磯沼ミルクファーム

ギフト番号

高尾ポテトとオリジナル手ぬぐいセット

ギフト番号

中華料理 海苑

10

冷凍

：２、６、９、１２

：2

家族で食べ比べたい、絶品中
華が勢ぞろい。シェフ手づくり
の本格中華が、レンチンでい
ただけます。驚きの美味しさを
ご家庭で。

醤油ベースの秘伝のタレにたっぷ
り漬けてひと煮たちした煮カツを、
ふわふわのパンにはさんだ絶品煮
かつサンド。

Jazz Bar＆Café ROMAN

牛肉

小海老のチリソース煮２３０ｇ、黒酢の酢豚３００ｇ、鶏肉とカシューナッツの
炒め230ｇ、海老しゅうまい６個、小籠包６個

ギフト番号

ロース3個入×2箱、ヒレ３個入×2箱

：１

おうちで中華・海苑セレクト5

新鮮な甘えびから抽出した旨味
たっぷりのスープにチキンレッグ
が丸ごと一本。行列店の味をご自
宅でどうぞ。

国際コンクールで入賞経験のある
ベーコンやソーセージなど、人気
の9種を贅沢に詰め合わせました。

ブラウエンベルグ

卵

ギフト番号

奥芝おうちカリー（チキン）４人前

フルーツや珈琲の風味を大切に
した彩り豊かなマカロンと、濃
厚な甘さとすっきりした後味の
本格派チョコレートケーキをお
楽しみください。

アレルギー
特定原材料等

11

高尾ビール

ギフト番号

とれたて新鮮野菜＆お米５㎏

15

季節のとれたて野菜、お米５㎏

ホクホクとしたおいもの食感を味わ
える無添加手づくりスイートポテト。
オーブンでアツアツにしたり、冷凍
にして楽しむのもおすすめです。

八王子産の無農薬ホップと旬
のフルーツなどを使用した人気
のビールをお届け。つくりたての
美味さが味わえます。

冷蔵

八王子産米100％の地酒 髙尾の天狗 5本セット
日本酒720ml2本、300ml3本

八王子の農家さんが丹精込めて
育てた旬の採れたて野菜とお米を、
直売所がセレクトしてお送りします。

市民に愛される地酒。芳醇な
香りとふくよかな旨味が特徴。
冷酒かぬる燗がおすすめです。
※本品は長野の蔵元・舞姫から直送します。

冷凍

パティスリー・タツヤササキ

ギフト番号

4

高尾山ブレンド エスプレッソシロップ＆
ドリップパック（オリジナルトート付）
エスプレッソシロップ150㏄2本、ドリップパック18個、オリジナルトートバッグ

ギフト番号

８

ギフト番号

秘伝のタレ付きうなぎ蒲焼 2枚セット
国産うなぎ上蒲焼（1匹）、蒲焼（3/4匹）、タレ（60g）2本、山椒2枚

高品質のオリジナルブレンドを少量
ずつ抽出したハンドメイドシロップと、
鮮度抜群のドリップパックをお届け。

冷蔵

道の駅八王子滝山

高尾ポテト

12

ブランド豚肉「TOKYO X」バラエティカット

熟練のうなぎ職人がじっくり焼き上
げた蒲焼は、ふっくら香ばしい。炊き
立てご飯の上にのせると、名店の至
福の味です。

ロース・バラ肉などのバラエティカット180ｇ ×8パック

NPO法人 はちぷろ

ギフト番号

16

都内限定流通のブランド豚肉。
口の中でとろける脂の甘味、
ほどよい柔らかさの美味しい
豚肉をお楽しみください。

八王子 志乃ざき

冷凍

澤井農場

冷凍

東京はちみつ 3本セット （春・初夏・夏の花々）
はちみつ125ｇ×3本
自然豊かな高尾に咲く春・初
夏・夏の花々から採れた、自慢
の百花蜜。季節ごとの甘味と
香りをお楽しみください。

※本品はトレーサビリティを確保した指定業者
から発送します。

Khazana Coffee

冷蔵

ラベイユ

