
特典のお得感の高いファンドTOP10

ファンド名 ジャンル 一口の金額 特典例

旅館福松　離れの宿ファンド - - 割引購入
限定サービス

の提供
旅行・観光 50,000円

・合計25,000円相当の割引券（1口あたり5,000円×5枚）

・旅館最寄り駅（小田急線愛甲石田駅）までの無料送迎

宮古島のアロエベラファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 化粧品 21,100円

(a)1口につき(1)～(7)のうち1つ進呈。

(1)宮古島のうる肌アロエ保湿ジェル 310g　1本（3,600円相当）

(2)宮古島のうる肌アロエ保湿ジェル 100g　2個（3,200円相当）

(3)宮古島のうる肌アロエあわわ洗顔　200ml　1本（3,000円相当）

(4)アロエベラ粋【SUI】Is化粧水＜しっとり＞　120 ml　1本（5,400円相当）

(5)アロエベラ粋【SUI】II乳液　80 ml　1本（5,400円相当）

(6)アロエベラジュース　1,000ml 1本（3,600円相当）

(7)薬用アルコールジェル　250ml 5本セット（5,000円相当）

(ｂ)宮古島のアロエベラ農場ツアー

(c)ハンドクリーム（試作品）※モニターとして商品開発に携わることができます

マーマフーズ　みちのくの旬ファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品 15,825円 「毎日のお惣菜お試しセット」（送料込み、3,000円相当）を1回お送りします。

高澤織物ストールファンド
商品等が

もらえる
- - - ファッション 21,100円

・1口の方：4,000円相当のシルクタオル

・2口の方：8,000円相当のプチマフラー

・3口の方：4,000円相当のシルクタオルと8000円相当のプチマフラー

・4口の方：8,000円相当のプチマフラー2本（色違い）

石巻工房木工家具ファンド
商品等が

もらえる
- 割引購入 - インテリア 52,750円

・全製品20％割引（ソファー等の一部の製品は除きます。）

・1口につき1脚「ISHINOMAKI STOOL」（10,000円相当）をご送付いたします。

諸国漫遊大阪マーケットファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 食品 10,550円

・「バイヤーズ会議」などのイベントの優先案内（出資者限定イベントを含む）

・1口あたり2,000円相当の店主おすすめ商品を、期間中に1回お届けします。

感動必至のジャズボートクルーズファンド
商品等が

もらえる
- - - 旅行・観光 10,550円 一口あたりジャズボートクルーズ（1,800円相当）無料ご招待券を進呈します。

山口ごま本舗ファンド2013
商品等が

もらえる

参加型

イベント
割引購入 - 食品 30,000円

・1口あたり5,000円相当の詰め合わせセットを期間中1回お送りします。

・商品の割引購入権（5％～10％程度）

・現地ツアー

特典のタイプ



美容師が開発した自然派シャンプーファンド
商品等が

もらえる
- - - 化粧品 30,000円

1口につき、

erdure（エルデュール）スパシャンプー（300ml）と

erdure（エルデュール）スパトリートメント（300ml）を

（5,000円相当）1本ずつ契約期間中に1回郵送

紳士服の街 谷町復活スーツファンド
商品等が

もらえる
- - - ファッション 42,200円

■1口につき：

(1) 谷町ヌーボとノービアノービオで使用できる「商品券」を7,000円進呈、

　またはオーダーシャツを１枚プレゼント

(2) 谷町ヌーボで作成した「オリジナルポケットチーフ」を１つプレゼント

　（色デザインを選べます）

※上記(1) (2) のセットが、2口の方は2セット、3口の方は3セットになります。

■3口以上の方：

上記の特典、または、「ノービアノービオのオーダースーツ1着進呈」から選択できます。

食べ物が特典のファンド
ファンド名 ジャンル 一口の金額 特典例

北海道網元浜中丸サケファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
割引購入 - 食品

15,000円

（半額寄付）

・時不知鮭の切身他　網元浜中丸特製セットの送付（5口以上の方）（5,000円相

当）

・現地ツアーへのご参加

・自社通販サイトにて商品購入時に出資口数1口あたり1,000円割引

八木澤商店しょうゆ醸造ファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 食品

15,000円

（半額寄付）

・新工場で初年度に仕込む「いわて丸むらさき」(500ml)を口数に応じてご送付。

・原材料となる農作物づくり・しょうゆづくり体験イベントへのご招待。

歌津小太郎こぶ巻ファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品

15,000円

（半額寄付）

【1口または2口】

『さんまこぶ巻』を1口につき1個を口数に応じて送付させていただきます。

(真空包装のため冷蔵庫で60日保存できます。)

【3口以上】

『こぶ巻詰合せ』を送付させていただきます。

(詰合せの商品はすべて冷蔵庫で60日保存できます。)

特典のタイプ



鵜の助4人の漁師ファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品

15,000円

（半額寄付）

(1)　1口以上4口までお申込みの方

茎わかめ200ｇと昆布元葉200ｇを1セット

(2)　5口以上9口までお申込みの方

鵜の助オリジナル海藻セットを1セット

(3)　10口以上お申込みの方

鵜の助オリジナル海藻セット、活ホタテ（5枚）

【セット内容】

わかめ、昆布、茎わかめ、昆布元葉、わかめ元葉を各200ｇ

矢部園伊達茶ファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品

15,000円

（半額寄付）

(1) 出資者全員に：

「伊達茶」の急須一回分の一煎パックを5袋

(2) 3口または4口を申し込みの方に：

(1)に加え、AまたはBいずれか

A.煎茶のPETボトル 5本

B.玄米茶月ひめ 一袋

(3) 5口以上お申し込みの方に：

(1)に加え、AまたはBいずれか

A.PETボトル（350ml）を1ケース

B.ぼうほうじ茶 2袋、月ひめ 1袋、伊達茶 1袋

(4)10口以上お申し込みの方に：

(1)に加え、以下のセットをお贈りします。

　ぼうほうじ茶 1袋、月ひめ 1袋、伊達茶 1袋、

　一芯三葉茶　1袋、チャップリン3個

山口ごま本舗ファンド2013
商品等が

もらえる

参加型

イベント
割引購入 - 食品 30,000円

・1口あたり5,000円相当の詰め合わせセットを期間中1回お送りします。

・商品の割引購入権（5％～10％程度）

・現地ツアー

秋田のがっこ　いぶり大根ファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 食品 30,000円

・1口につき3,000円相当の伊藤漬物本舗「漬物詰め合わせ」を契約期間中に1回郵送

・工場見学

愛媛産柑橘フルーツのラスクファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品 21,100円 1口につき、ラスク詰め合わせセット2,500円分を契約期間中に1回送付

熊本産大麦のあかねグラノラファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品 21,100円 1口につき、2,000円相当（送料込）の商品を契約期間中に1回贈呈。

マーマフーズ　みちのくの旬ファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品 15,825円 「毎日のお惣菜お試しセット」（送料込み、3,000円相当）を1回お送りします。



藤倉食品　秋田豆富かすてらファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品 21,100円 1口につき1,500円相当（送料込）の豆富かすてら商品を契約期間中に1回送付

神戸おいもスイーツファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品 21,100円

1口あたり3,000円相当の冷凍安納焼き芋・干し芋・スイートポテト等の詰合せセットを、

期間中に1回お届けします。

藤倉食品　秋田豆腐ファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品 21,100円 1口につき1,500円相当（送料込）の豆腐商品を契約期間中に1回送付

まんてん　佐賀鍋島小紋ごまファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品 21,100円

1口につき3,000円（送料込み）相当の無添加「ごまさぶれ」等のごま関連商品を契約

期間中に1回送付

御中野酢3年熟成酢ファンド
商品等が

もらえる
- - - 食品 31,650円 御中野酢の特製詰合せセットを、1口につき1回送付（3,000円相当、送料込み）

まかないテーブル　レストランファンド
商品等が

もらえる
- -

限定サービス

の提供
食品 31,650円

(1) 鳥取県で生産された食味値80点以上のお米である「米風土」を送付

・1口～4口の方：1口につきお米2kgを会計期間中1回送付

・5口～9口の方：お米10kgを会計期間中1回送付

・10口以上の方：お米20kgを会計期間中1回送付

(2) 1口につき、ご来店時に一品サービスが受けられる投資家優待券を1枚発行

諸国漫遊大阪マーケットファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 食品 10,550円

・「バイヤーズ会議」などのイベントの優先案内（出資者限定イベントを含む）

・1口あたり2,000円相当の店主おすすめ商品を、期間中に1回お届けします。

とろさば料理専門店　SABARファンド3
商品等が

もらえる
- - - 食品 31,710円

楽天寿司部門ランキング１位の「大とろ鯖寿司（税込3,240円）」を1口につき、会計

期間中1本ご送付致します。

その他の特典のファンド
ファンド名 ジャンル 一口の金額 特典例

旅館福松　離れの宿ファンド - - 割引購入
限定サービス

の提供
旅行・観光 50,000円

・合計25,000円相当の割引券（1口あたり5,000円×5枚）

・旅館最寄り駅（小田急線愛甲石田駅）までの無料送迎

明日香村古民家活用おもてなしファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 旅行・観光 31,650円

・1口につき無料宿泊券（1泊2,800円相当）と特産品（1,500円相当）のセットを1

回送付

・村内イベント・体験プログラム等の優先案内

特典のタイプ



感動必至のジャズボートクルーズファンド
商品等が

もらえる
- - - 旅行・観光 10,550円 一口あたりジャズボートクルーズ（1,800円相当）無料ご招待券を進呈します。

天竜杉　明善ファンド
商品等が

もらえる
- - - 木工品 31,650円

・天竜杉で生産した商品詰め合わせセットの贈呈

（3,000円相当/口。送料込み）。

A.文具セット

（経木のメモ帳 中１冊、小１冊、天竜杉のボールペン１本）

B.食器セット

（KIZARA 角皿2枚、丸皿2枚、天竜ひのきのまな板 １枚、

　UROCOのコースター 5枚（色は指定できません）

・2.ウッディライフ明善が生産する構造材や床材などを優待価格（2割引き）でご提供

LIPスリランカONE -
参加型

イベント
- - マイクロファイナンス 31,710円

・モニタリングレポート

・投資家限定イベントへのご招待

Abaco小さな農家応援ファンド -
参加型

イベント
- - マイクロファイナンス 31,710円 スタディツアー

肌で感じるオーガニックコットンファンド
商品等が

もらえる
- 割引購入 - ファッション 30,000円

・1口につき3,000円相当のオーガニックコットン製品を契約期間中に1回ご送付。

・出資者全員：インターネットショップ割引券

（ファンド契約期間中、各年1回使用可）

JUN OKAMOTO EDITION2
商品等が

もらえる

参加型

イベント
割引購入 - ファッション 15,825円

（1）口数に応じて、代官山店で使用可能な割引券（1,000円相当）を

贈呈いたします。

※セール・イベント等ではご利用できませんのでご了承ください。

（2）5口以上の出資をされた方には、5口単位でオリジナルグッズ又は

上記割引券のいずれかをお選び頂けます。

（オリジナルグッズ例：　トートバック・iPhoneケース・ストール等を考えております）

※5口未満の出資分につきましては、上記割引券の贈呈となります。

（3）代官山店で行うJUN OKAMOTOの展示会にご参加頂けます。

紳士服の街 谷町復活スーツファンド
商品等が

もらえる
- - - ファッション 42,200円

■1口につき：

(1) 谷町ヌーボとノービアノービオで使用できる「商品券」を7,000円進呈、

　またはオーダーシャツを１枚プレゼント

(2) 谷町ヌーボで作成した「オリジナルポケットチーフ」を１つプレゼント

　（色デザインを選べます）

※上記(1) (2) のセットが、2口の方は2セット、3口の方は3セットになります。

■3口以上の方：

上記の特典、または、「ノービアノービオのオーダースーツ1着進呈」から選択できます。

山崎靴店　職人育成ファンド - - -
限定サービス

の提供
ファッション 52,750円 1口につき5,000円相当分の各種修理サービスをご提供する予定です。



高澤織物ストールファンド
商品等が

もらえる
- - - ファッション 21,100円

・1口の方：4,000円相当のシルクタオル

・2口の方：8,000円相当のプチマフラー

・3口の方：4,000円相当のシルクタオルと8000円相当のプチマフラー

・4口の方：8,000円相当のプチマフラー2本（色違い）

タイで作る無農薬有機野菜ファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 農業 31,650円

・野菜の種を2014年、2015年、2016年に1回ずつ郵送（口数に限らず）

・スタディツアー (タイ現地、チェンマイの農園見学他)

グリーンハンド炭素循環農法ファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 農業 21,100円

・1口につき2,000円相当（送料込）の商品を契約期間中1回送付

・収穫体験ツアーの参加（収穫体験、バーベキュー、お土産つきを予定）

耕作放棄地を活用したコケ緑化ファンド
商品等が

もらえる
- - - 農業 21,100円 1口あたり2,000円相当のコケ玉等の個人向けコケ製品をご送付いたします。

まちの太陽光発電所ファンド京都Part3
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 農業 10,570円

・5口以上ご出資いただいた方：新鮮な野菜等の詰め合わせ（2,000円相当、送料込

み）を、2年に1度（ファンド期間中5回）送付。ご希望の方に市民農園の催しなども随

時ご案内。

八ヶ岳高原水耕ほうれん草・トマトファンド
商品等が

もらえる
- - - 農業 21,140円 1口あたり2,000円相当の野菜詰め合わせセットをご送付いたします。

砥部焼　愛媛県産みかんの灰の器ファンド
商品等が

もらえる
- - - 伝統工芸 15,825円 2,000相当(送料込)の長戸裕夢氏の作品を契約期間中に1回送付

琵琶パールファンド2014
商品等が

もらえる
- 割引購入 - 装飾品 52,750円

＜すべての出資者の方＞

・琵琶パールをあしらった記念品の贈呈　（おひとり様ひとつ）

　（記念品例：　琵琶パールをあしらったキーホルダー等）

・琵琶パールをご優待価格にて販売

＜6口ごと＞

・琵琶パール（3万円相当）を贈呈

愛媛FC　ストライカーファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - スポーツ 21,100円

・出資口数に応じて下記特典を2014シーズン中1回贈呈

　1口以上5口未満の方：2014シーズン中1回、Aバック席1名様ご招待（2,600円相

当（当日チケット価格）)）

　5口以上の方：2014シーズン中1回、SS席またはSA席を1名様ご招待（3,300円相

当（当日チケット価格））

・試合観戦を行う方は、スタジアムツアーご案内。



パスラボ山形ワイヴァンズ2014
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - スポーツ 10,550円

・パンフレット（1年に1回発行）へのお名前の掲載（ご希望者）

・開幕戦前のティップオフパーティ/壮行会（2014年8-9月頃ホテル宴会場にて開催予

定）への参加（会費制）

・シーズン終了後の報告会への参加（会費制）

・チケットご送付（1枚、自由席）

 大阪　実生ゆずのものづくりファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 化粧品 20,000円

1口　ゆずボディウォッシュウォーター（2,700円税込）

2口　ゆずモイスチャーローション（4,536円税込）

3口　ゆずモイスチャークレンジングフォーム（2,592円税込）

+ゆずモイスチャーローション（4,536円税込）

4口以上　商品4点セット

　・ゆずボディウォッシュウォーター（2,700円税込）

　・ゆずモイスチャーローション（4,536円税込）

　・ゆずモイスチャークレンジングフォーム（2,592円税込）

　・プレミアムゆずプラス麹菌（5,130円税込）

■収穫期に実生ゆずの産地で、取れたて「実生ゆず」の皮・綿・種の分別加工作業体

験。　お肌ツルツル・体の芯から温まる「ゆず天然入浴剤」のお土産つき。→こちらは開催

済みですが、イベントの案内は今後も実施する予定です。

飛騨の森　クロモジファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
割引購入 - 化粧品 1万5,825円

1口：

(1)「KOTOHA with yuica」「クロモジクリーム製品」ミニパックの詰め合わせセット

(2)正プラス主催森の人の未来に向けてのクロモジ講座　無料

2口以上：1口の特典に加えて、以下の特典があります。

(1)WEB通販時に商品購入時に20％OFF

(2)即売会にて商品購入時に30％OFF

(3)正プラス主催飛騨高山でのアロマ体験講座の参加費用30％OFF

(4)クロモジアロマウォーター(300ml)をプレゼント

美容師が開発した自然派シャンプーファンド
商品等が

もらえる
- - - 化粧品 30,000円

1口につき、

erdure（エルデュール）スパシャンプー（300ml）と

erdure（エルデュール）スパトリートメント（300ml）を

（5,000円相当）1本ずつ契約期間中に1回郵送



宮古島のアロエベラファンド
商品等が

もらえる

参加型

イベント
- - 化粧品 21,100円

(a)1～7から1口につき、1つ進呈。

(1)宮古島のうる肌アロエ保湿ジェル 310g　1本（3,600円相当）

(2)宮古島のうる肌アロエ保湿ジェル 100g　2個（3,200円相当）

(3)宮古島のうる肌アロエあわわ洗顔　200ml　1本（3,000円相当）

(4)アロエベラ粋【SUI】Is化粧水＜しっとり＞　120 ml　1本（5,400円相当）

(5)アロエベラ粋【SUI】II乳液　80 ml　1本（5,400円相当）

(6)アロエベラジュース　1,000ml 1本（3,600円相当）

(7)薬用アルコールジェル　250ml 5本セット（5,000円相当）

(ｂ)宮古島のアロエベラ農場ツアー

(c)ハンドクリーム（試作品）※モニターとして商品開発に携わることができます

水俣　甘夏みかん花のネロリファンド
商品等が

もらえる
- - - 化粧品 10,550円

・1口の方：1,500円相当（送料込）の甘夏ネロリのオ・ド・フレグランス（高濃度芳香

水）10mLを契約期間中に1回送付

・2口以上の方：国産ネロリのオーガニックスキンケア「ネロリジェイシリーズ」

トライアルセット3,000円相当（送料込）を契約期間中に1回送付

ノシリス知育玩具ファンド2
商品等が

もらえる
- 割引購入 - 玩具 21,100円

・ノシリスファースト単品3つセット（色はおまかせ）(1,680円相当)

・ICI ネットショップで30％割引

飛騨高山　高断熱カーテンファンド
商品等が

もらえる
- 割引購入 - インテリア 52,750円

＜すべての方＞

・営業者のホームページからのご注文に限り、20%の割引価格にてご購入

　商品価格例（小売希望価格）：33,500円（200cm×200cm相当　一般的な窓

の大きさ）

＜4口ごと＞

・エアサンドカーテンを4口ごとに1セット（180cm×180cm以内）を贈呈

(商品例：　エアサンドカーテン178cm丈　21,000円（税抜）)

石巻工房木工家具ファンド
商品等が

もらえる
- 割引購入 - インテリア 52,750円

・全製品20％割引（ソファー等の一部の製品は除きます。）

・1口につき1脚「ISHINOMAKI STOOL」（10,000円相当）をご送付いたします。


