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平成２８年７月２８日（木）～　※パイロット万年筆は、すでに追加しています。　　　

（内容）ふるさと納税の寄附に対する特典品目を追加しました。
　グライダーの滑空時間、飛行回数ともに日本一の妻沼グライダー滑空場がある熊谷市で、本市が
所有しているグライダーの体験搭乗券を特典品目に追加します。
　また、高品質な文具を開発・提供する世界的メーカーとして有名なパイロットコーポレーション
からパイロット万年筆を６月６日から３種類追加しています。

（目的）新たにグライダーの体験搭乗を通して、本市への来訪者の増加を目指します。また、本市
に関連のある企業の万年筆を特典品目に加え、更なる熊谷の魅力を発信し、さらなる知名度のアッ
プ、新たな熊谷ファンの獲得を目指します。

（経緯・経過）平成26年10月1日から「ふるさと熊谷応援寄附金特典制度」を開始し、特典品の開発
や選定、発送を（株）まちづくり熊谷に委託しています。今回追加した特典品も（株）まちづくり
熊谷と連携して選定しました。（株）まちづくり熊谷のホームページでは、生産者の声も掲載し、
多方面から熊谷を紹介しています。

（影響・効果）新たな熊谷ファンを獲得して市外からの寄附額の増加とともに、市内の活性化を図
ります。

（他にはない特徴や強調したいポイント）
　グライダーの体験搭乗では、年間の飛行回数が決まっているため、今年度は先着１０名程度、来
年度以降は先着２０名程度を予定しています。１回の飛行時間は、１５分から３０分です。
　万年筆では、本体に個人名を名入れし、ペン先も選ぶことができます。
　また、特典贈呈回数には制限が無く、一人何回でも申込みが可能です。
　今後も適宜、熊谷の味覚や風情を楽しんでいただけるよう内容を拡充していきます。

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

総合政策部企画課　神田、川上

℡048‐524‐1111　内線215

熊谷市
記者クラブ取材情報

「ふるさと熊谷応援寄附金特典制度」　選べる特典品に『グライダー体験搭乗』及び『パイロット
万年筆』の追加について

平成２８年７月２７日発表
担当課：総合政策部企画課



熊谷花火大会！花火打ち上げ

① スターマイン（寄附金５００，０００円）

② 10号玉 1発（寄附金１００，０００円）

③ 8号玉 1発（寄附金８０，０００円）

④ 7号玉 1発（寄附金７０，０００円）

スカイスポーツ グライダー体験搭乗

（寄附金額 150,000 円）

めぬまグライダークラブ

ニャオざねの好物！

熊谷うどんの月見セット

熊谷小麦産業クラスター研究会

熊谷唯一の蔵元のお酒セット

権田酒造 株式会社

熊谷産原料で作ったお酒セット

株式会社 近江屋酒店

熊谷宿ビール

株式会社 近江屋酒店

コトン（寄附金 20,000 円）

アクア 株式会社

パイロット万年筆

①CUSTOM845（寄附金 150,000 円）

②CUSTOM743（寄附金 100,000 円）

③CUSTOM74 （寄附金 30,000 円）

株式会社 パイロットコーポレーション

アルミ製蓄圧式粉末消火器、

強化液消火器（寄附金 30,000 円）

株式会社 ナショナル消防化学

ラクーン（寄附金 150,000 円）

アクア 株式会社

熊谷銘菓五家寶セット

株式会社 紅葉屋本店

縁結びお土産セット

めぬま商人会



飴と五家宝のセット

有限会社 ニシダ飴

丸大豆仕込み醤油

きんまる星醤油 株式会社

熊谷で採蜜された「はちみつ」

株式会社 武州養蜂園

軍配詰め合わせ

軍配本舗 中家堂

これがうわさのちーず大福詰め合わせ

株式会社 沢田本店

中西ハムのバラエティーセット

株式会社 中西ハム

中村牧場のセット

有限会社 中村牧場

お祭り三点セット
大和芋（４キロ）

ＪＡくまがや ふれあいセンター妻沼店

熊谷産「キヌヒカリ」（精米１０キロ）

ＪＡくまがや ふれあいセンター妻沼店

とろろごはんセット

（大和芋２キロ、キヌヒカリ精米５キロ）

ＪＡくまがや ふれあいセンター妻沼店

くまがや小麦のお菓子セット

ＮＰＯ法人くまがや小麦の会



スカイスポーツ

グライダー体験搭乗

◆日本一

熊谷市の利根川河川敷の「妻沼グライダー滑空場」は、昭和３８年に開設され、現在では滑空

時間、飛行回数とも日本一を誇る滑空場となっています。

滑空場では、学生たちが訓練に励み、数々の学生選手権で競い合っています。３月には、全日

本学生グライダー競技選手権大会が行われております。

また、１０月には「埼玉スカイスポーツフェスタ」が開催され、社会人クラブ「めぬまグライ

ダークラブ」が活動しています。

株式会社 まちづくり熊谷



◆体験搭乗のグライダー

体験搭乗できるグライダーは、熊谷市で所有する、アレクサンダーシュライハー製「ASK21機体
番号 JA211M」（通称めぬま号）です。
このグライダーの機体管理等は、「めぬまグライダークラブ」に委託されており、市民グライダ

ー搭乗会などで利用されています。

◆約２０分間の大空の旅

グライダーの搭乗時間は約２０分程度となります。（天候により飛行時間は異なります）

また、離陸方法は原則「飛行機曳行」となりますが、「ウィンチ曳行」を実施する場合もありま

す。「飛行機曳行」とは、グライダーにロープを取り付け、これを飛行機によって曳行することで

飛行機の上昇とともにグライダーも上昇していきます。一定の高度になるとグライダー側でロー

プをはずし飛行します。



留意等
１．注意事項

●平成○○年○○月○○日の搭乗できる方を対象としています。

●搭乗予定日天候の急変等で、搭乗頂けない場合もございます。その場合には改めて日程調整い

たしますのでご容赦ください。

●搭乗日時・搭乗方法につきまして、「めぬまグライダークラブ」から直接ご連絡いたしますが、

ご不明な点等ありましたら、ご面倒でも「めぬまグライダークラブ」へご確認ください。

２．○○月○○日（搭乗日）までの流れ

ふるさと納税による熊谷市への寄附が確定された方

↓

体験搭乗券等の受領

↓

日時の調整（めぬまグライダークラブからの連絡）

↓

搭乗（宣誓書、体験搭乗券を忘れずにご持参ください。）

３．まちづくり熊谷から事前にお届けする書類等

●宣誓書

必要事項を記入の上署名し、体験搭乗券とともにご持参ください。

●○○月○○日の体験搭乗券

搭乗日まで大切に保管し、当日忘れずにお持ちください。

●縁結びお土産セット

妻沼地域のお菓子の詰め合わせ（縁結びお土産セット）です。

●熊谷市の観光パンフレットなど

４．アクセス

＊お車でのお越しをお勧めします。

・お車でお越しの方は、滑空場の近くの駐車場をご利用できます。

●バスでお越しの方

めぬまグライダークラブが、下記のバス停まで送迎をいたします。

熊谷駅⇒バス停「妻沼聖天山前」（乗車時間約 30分間）…朝日自動車(株)（バス停から車で約 10
分）

熊谷駅⇒バス停「葛和田」（乗車時間約 30分間） ……国際十王交通(株)（ 〃 約 5分）

★体験搭乗後、グライダー搭乗の記念となる搭乗証明書を差し上げます。

◎お問い合わせは、“まちづくり熊谷”へ

TEL：048-501-8855
E-mail：machi-dukuri_kumagaya@silk.plala.or.jp



パイロット万年筆

CUSTOM 845

削り出したエボナイトを漆で仕上げた

パイロットを代表する逸品

90年以上前も前、創業当時のパイロットが
開発した漆の塗装技術を今に伝えるカスタム

８４５。

削り出されたエボナイトに漆を塗りこんだ

ボディは黒く艶やかに光り、色あせることがあ

りません。手にしっとりとなじむ感触をお楽し

みください。

※ペン先は書き手の思いを忠実に表現する

大型１５号ペン。安定性が高く、なめらかな書

き味です。

◆製品の特徴

エボナイトを削り出し、漆で仕上げた逸品。

手にしっとりとなじむ感触や艶をお楽しみく

ださい。ペン先は書き手の思いを忠実に表現す

る大型ペン先を採用。安定性が高く、なめらか

でスムーズな書き味です。

◆ＣＵＳＴＯＭシリーズ

万年筆づくり９０余りの歴史を継承する

本格派の「CUSTOM」シリーズ。
使う人にとって“書きやすいペン先とは何か”

を考え、吟味し続けてきました。

◆

首部分に個人名等を名入れしてお届けしま

す。

ペン先の種類は（F・M・B・BB）からお選
び下さい。

色はブラックのみです。

※お申込みいただいた方には、名入れ・ペン

先について、パイロットコーポレーションより

ご連絡させて頂きます。

〔パイロットは熊谷市ゆかりの企業です〕

株式会社パイロットコーポレーションの創

業者である、並木良輔は、熊谷市玉井の出身で

す。

並木良輔は、東京高等商船学校卒業後、日本

郵船に入社。三井物産では商船の機関長となり

ました。

その後、母校である東京高等商船学校の教授

となって、並木式烏口を発明しました。退職後

の大正３年（1914）、東京巣鴨に並木製作所を
設立し、現在のパイロットコーポレーションの

経営の基礎を築きました。

※製品の詳細は、株式会社パイロットコーポレ

ーションのホームページをご覧ください。

URL http://www.pilot.co.jp/

※特典品のお届けには、お時間を頂く場合がご

ざいます。



パイロット万年筆

CUSTOM 743

大型１５号ペン先採用

本格派の書き味。

ブラック

ディープレッド

本格派のための現代の書き味「CUSTOM743」

◆製品の特徴

本格派のための現代の書き味を追求したカ

スタムシリーズ。

「カスタム 743」はカスタムシリーズの中で
もっとも大きい 15号サイズのペン先を使用し、
ゆったりとしなやかで心地よい書き味を実現

しています。

◆ＣＵＳＴＯＭシリーズ

万年筆づくり９０余りの歴史を継承する

本格派の「CUSTOM」シリーズ。
使う人にとって“書きやすいペン先とは何か”

を考え、吟味し続けてきました。

◆

本体に個人名等を名入れしてお届けします。

ペン先の種類は（EF・F・SF・FM・SFM・
M・SM・B・BB・C・PO・FA・WA・SU）
からお選び下さい。※ディープレッドは（EF・

F・M・B）のみです。
また、ご希望の色（ブラック・ディープレッ

ド）をご指定下さい。

※お申込みいただいた方には、名入れ・ペン

先・色について、パイロットコーポレーション

よりご連絡させて頂きます。

〔パイロットは熊谷市ゆかりの企業です〕

株式会社パイロットコーポレーションの創

業者である、並木良輔は、熊谷市玉井の出身で

す。

並木良輔は、東京高等商船学校卒業後、日本

郵船に入社。三井物産では商船の機関長となり

ました。

その後、母校である東京高等商船学校の教授

となって、並木式烏口を発明しました。退職後

の大正３年（1914）、東京巣鴨に並木製作所を
設立し、現在のパイロットコーポレーションの

経営の基礎を築きました。

※製品の詳細は、株式会社パイロットコーポレ

ーションのホームページをご覧ください。

URL http://www.pilot.co.jp/

※特典品のお届けには、お時間を頂く場合がご

ざいます。



パイロット万年筆

CUSTOM 74

跳ね、払い、押さえ

日本の文字に合わせた書き味。

ブラック

ディープレッド

ダークブルー

ダークグリーン

◆製品の特徴

握りやすく太めな軸で、本格的な書き味を持

った万年筆。

スタンダードモデルながら、全 11種類のペ
ン先が揃っています。

◆ＣＵＳＴＯＭシリーズ

万年筆づくり９０余りの歴史を継承する

本格派の「CUSTOM」シリーズ。
使う人にとって“書きやすいペン先とは何か”

を考え、吟味し続けてきました。

◆

本体に個人名等を名入れしてお届けします。

ペン先の種類は（EF・F・SF・FM・SFM・

M・SM・B・BB）からお選び下さい。※ディ
ープレッド、ダークブルー、ダークグリーンは

（EF・F・M・B）のみです。
また、ご希望の色（ブラック・ディープレッ

ド、ダークブルー、ダークグリーン）をご指定

下さい。

※お申込みいただいた方には、名入れ・ペン

先・色について、パイロットコーポレーション

よりご連絡させて頂きます。

〔パイロットは熊谷市ゆかりの企業です〕

株式会社パイロットコーポレーションの創

業者である、並木良輔は、熊谷市玉井の出身で

す。

並木良輔は、東京高等商船学校卒業後、日本

郵船に入社。三井物産では商船の機関長となり

ました。

その後、母校である東京高等商船学校の教授

となって、並木式烏口を発明しました。退職後

の大正３年（1914）、東京巣鴨に並木製作所を
設立し、現在のパイロットコーポレーションの

経営の基礎を築きました。

※製品の詳細は、株式会社パイロットコーポレ

ーションのホームページをご覧ください。

URL http://www.pilot.co.jp/

※特典品のお届けには、お時間を頂く場合がご

ざいます。


