
FAN FUN FAN
Sagamihara

日頃、ファンサイトを応援してくれているファンの皆様に抽選で相模原市ゆかりの品々をプレゼント。
保有ポイントの分だけ、お好きな賞品に応募できます。抽選結果は令和4年3月21日（祝）正午から、マイページ上でお知らせいたします（当選者のみ）。

プレゼントキャンペーン
保有ポイントに応じて

様々なプレゼントに応募できるよ！
相模原市にゆかりのあるプレゼントを

ぜひ当ててね♪

相模原市
マスコットキャラクター

「さがみん」

第4回

SAGAMIHARA FAN FUN FAN  PRESENT CAMPAIGN 2022

協力：三菱重工相模原ダイナボアーズ
HP  https://dynaboars.mhi.com/

三菱重工相模原ダ
イナボアーズのマ
スコットキャラク
ター「ダイボ君」に
なりきれるキャッ
プ・手袋・マスクが
セットになったダイ
ボ君なりきりセッ
トです。

三菱重工相模原ダイナボアーズ
2022 ダイボ君なりきりセット

300

1名様

HP  https://makura.co.jp/協力：㈱山田朱織枕研究所

「整形外科枕」は、首や肩こり、頭痛などで悩
んでいる人に向けて、整形外科医・山田朱織
氏が考案・開発。枕の高さを自分で調節で
き、自分に合った高さがわかる説明書付。

700 整形外科枕ドクターズピロー
（幅50㎝×奥行25㎝）

1名様

協力：相模原地域連合
HP  http://rengo.or.jp/相模原地域連合-2/ 

相模原市緑区のおいしい名産品（3,500円
相当）を詰め合わせにしてプレゼント。
中身は届いてからのお楽しみとさせて
いただきます。

500 さがみはら/緑区おいしいもの
詰め合わせ

3名様

人工衛星の機能を学
習するための教育教
材として教育現場向
けに作られた、木製
模型キット。自らの
手で、小惑星探査機
「はやぶさ2」の模型

を組み立てることでパーツの名称や機能など、人
工衛星について学ぶことができます。
【JAXA COSMODE認証マーク使用商品】

小惑星探査機「はやぶさ2」
木製キット

協力：株式会社ビー・シー・シー

300

 2名様

癒やしキャラとして有名
なクマのキャラクター
「リラックマ」が、JAXA
（宇宙航空研究開発機構）
の宇宙飛行士が使う訓練
服（ブルースーツ）を着て
いるかわいいぬいぐるみ
（全長は約180mm）。
【JAXA COSMODE認証
マーク使用商品】

リラックマぬいぐるみ
（JAXAブルースーツ）

協力：株式会社ビー・シー・シー

300

2名様

協力：神奈川つくい農業協同組合
HP  https://ja-tsukui.or.jp/

神奈川県の推奨品種
の食用米「はるみ」で
作った発泡性にごり
酒。100％相模原市内
産のお米で作った注目
のお酒です。※未成年
のご応募は受け付けて
おりません。ご理解の
程お願いいたします。

300

10名様

発泡性にごり酒
「HARUHIME」250㎖2本セット

協力：さがみはらスイーツフェスティバル実行委員会
HP  https://www.sagamihara-sweetsfes.com/

相模原市内で販売されて
いる菓子・パンを対象に、
皆さんの投票で選ばれた
「推し土産スイーツ」を詰
め合わせました。津久井き
なこのダックワーズ、チュ
リング、焼きドーナツ、マ
シュマロクッキー、SC相
模原せんべいの5種入り。5名様

さがみはら「推し土産スイーツ」
セット

300

協力：相模原商工会議所
HP  http://www.sagaminokuwacha.com/

「とうとるん」は、相模
原商工会議所女性会
が、地産地消事業の一
環で開発した商品で
す。ビタミン、ミネラル、
食物繊維など豊富で、
「健康茶」としても人
気を集めています。

さがみの桑茶「とうとるん」
（スティック20本入り）

100

5名様

協力：株式会社高座豚手造りハム

安心、安全、本物の味にこだわり手塩にか
けて育てた相模原産の豚肉と、ドイツ人
マイスター（肉職人）のレシピをもとに造り
あげたハム＆ソーセージのセット。

・ロースハム
・ベーコン
・ナチュラルケーゼ
・ウインナー３種
  ラインバイザー、
  ガーリックチーズ
  ウインナー、
  しそ入りウインナー（ ）

500

5名様

高座豚ハム・ソーセージ
セット

協力：JA 相模原市
HP  https://www.ja-sagamiharashi.or.jp/

大地のめぐみ！さがみはら
で育てた野菜を2種類のカ
レーとスープにしたＪＡ相
模原市オリジナル商品で
す。ゴロゴロカレーorトマト
カレー＆オニオンスープの
2個セットでプレゼント！！
商品はベジたべーな、ベジ
たべーなminiなどの直売
所で販売もしています。

オリジナルカレー・スープセット

10名様

300

協力：合同会社O.T.D
HP  https://onetwodon.thebase.in/ 

市内飲食店ONE TWO 
DON(ワンツードン)の
オーナーが、さがみはら
ファンを増やそうと製
作したTシャツのキッズ
サイズです。サイズは
130。色は白・紺の２色。
何色が届くかは届いて
からのお楽しみ♪

サガミハラシティ キッズTシャツ100

4名様

相模原市のマスコッ
トキャラクター「さが
みん」のサコッシュ、
ハンドタオル、自由
帳、クリアファイル、
シールの５点セット
です。

50名様
協力：相模原市

「さがみん」グッズ詰め合わせ100

協力：相模原スパゲッティ協会
HP  https://sagasupa.com/

相模原市のスパゲ
ッティ消費量が日
本一だったことか
ら考案されたのが
「さがスパ」です。相
模原の豊かな水と
小麦が配合された
「ご当地麺」を是非
お楽しみください。

さがスパ（５束セット）100

2名様

プレゼントの応募は、

ログイン状態で

マイページから行えます。

プラチナ賞品
（消費ポイント700pt）

700 ゴールド賞品
（消費ポイント500pt）

500 シルバー賞品
（消費ポイント300pt）

300 ブロンズ賞品
（消費ポイント100pt）

100

相模原市　海老名市
座間市　綾瀬市　愛川町

HP  https://www.scsagamihara.com/協力：SC相模原

700

相模原市に本拠地を置くJリーグク
ラブ「SC相模原」のユニフォームをプ
レゼント。チーム監督で、現役時代は
「アジアの大砲」との異名で日本代表
としても活躍した高木琢也氏のサイ
ン入り。

1名様

SC相模原  高木琢也監督
サイン入りユニフォーム（2022/1st）

※ユニフォームのサイズは
Lサイズとなります

背番号12  SAGAMISTA

協力：公益社団法人 相模原市観光協会
HP  https://www.e-sagamihara.com/

相模原の魅力をギュッと詰め込んだ６点
をプレゼントします。内容はさがみっこ
エッグバームクーヘン・二ローネの里ブ
ルーベリーゼリー・はやぶさ２せんべい・
藤野ゆずジャム・津久井在来大豆蒸かし
豆缶・相模原市マスコットキャラクター
「さがみん」ぬいぐるみです。

500 さがみはらアンテナショップ「sagamix」
商品詰め合わせ

2名様

協力：ノジマ相模原ライズ
HP  https://www.sagamihara-rise.com/

相模原市をホームタウンとして活動す
るアメリカンフットボール倶楽部チー
ム「ノジマ相模原ライズ」のオリジナル
グッズ（「39」Ｔシャツ・ベースボール
キャップ（フリーサイズ）」をプレゼン
ト。ＴシャツはＳ、Ｍ、Ｌ、LL、３Ｌから選
べます。

500

1名様

ノジマ相模原ライズ
「39」Ｔシャツ＆
ベースボールキャップ

協力：相模湖リゾート株式会社
HP  https://www.sagamiko-resort.jp/

キャンプやBBQ等のアウトドア施設と遊
園地を組み合わせた45万坪の雄大な施
設の遊園地フリーパス券（入園料＋乗物乗
り放題）。※営業時間・休園日は要問合せ／
駐車料金は別途

※「絶叫吊り橋　風天」
（写真）は別途料金必要1名様

500 さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
フリーパス【ペア】

協力：公益財団法人 相模原市まち・みどり公社
HP  http://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp

花苗生産センター
（相模原市中央区
田名1493-1）で
季節の花苗（お一
人様10ポット）と
交換できる券を
プレゼント！

花苗引換券100

10名様

花苗引換券

人間国宝・野村万作と野
村萬斎を中心に披露さ
れる「狂言」の舞台は圧
巻！当日は裕基も登場
し、野村家三代の演舞が
楽しめます。相模女子大
学グリーンホールで、5月
21日（土）13時から開演。
協力：（公財）相模原市民文化財団

1名様

700

HP  https://hall-net.or.jp/

野村万作・萬斎 ～狂言への誘い～
ペアチケット（5/21㈯）


