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「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！
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                                    「「「「身延町身延町身延町身延町クラフトパーククラフトパーククラフトパーククラフトパーク
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「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！
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目標募集金額目標募集金額目標募集金額目標募集金額
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銀行振込でのお申し込みも可能です。詳細は裏面をご確認ください。
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入場無料特典入場無料特典入場無料特典入場無料特典（（（（里人及里人及里人及里人及びびびび同伴者同伴者同伴者同伴者

クラフトパーククラフトパーククラフトパーククラフトパーク内内内内
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目標募集金額目標募集金額目標募集金額目標募集金額    ７００万円７００万円７００万円７００万円

２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで

＜インターネット以外の申込方法＞

銀行振込でのお申し込みも可能です。詳細は裏面をご確認ください。
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同伴者同伴者同伴者同伴者１１１１名名名名））））    
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」、「」、「」、「」、「木喰木喰木喰木喰のののの里里里里    微笑館微笑館微笑館微笑館
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名名名名までまでまでまで）」、「）」、「）」、「）」、「身延山久遠寺身延山久遠寺身延山久遠寺身延山久遠寺

湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館砂金採砂金採砂金採砂金採りりりり
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みんなの力でしだれみんなの力でしだれみんなの力でしだれみんなの力でしだれ

「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！
富士川クラフトパーク内への富士川クラフトパーク内への富士川クラフトパーク内への富士川クラフトパーク内への

クラウドファンディングでクラウドファンディングでクラウドファンディングでクラウドファンディングで 700700700700 人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）

づくり事業づくり事業づくり事業づくり事業
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２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで

＜インターネット以外の申込方法＞

銀行振込でのお申し込みも可能です。詳細は裏面をご確認ください。
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提示提示提示提示するとするとするとすると「「「「ゆばソフトゆばソフトゆばソフトゆばソフト

【スタンダードコース】限定６１１口【スタンダードコース】限定６１１口【スタンダードコース】限定６１１口【スタンダードコース】限定６１１口    １２，０００円１２，０００円１２，０００円１２，０００円

里人の証」。お名前「プレート」付。里人の証」。お名前「プレート」付。里人の証」。お名前「プレート」付。里人の証」。お名前「プレート」付。

OKOKOKOK。。。。    

【プレミアムコース】限定８９口【プレミアムコース】限定８９口【プレミアムコース】限定８９口【プレミアムコース】限定８９口    ３０，０００円３０，０００円３０，０００円３０，０００円

散策道沿いの比較的平坦な箇所。「しだれ桜の里散策道沿いの比較的平坦な箇所。「しだれ桜の里散策道沿いの比較的平坦な箇所。「しだれ桜の里散策道沿いの比較的平坦な箇所。「しだれ桜の里

お名前「プレート」付。ご親族やお友達にプレゼントもお名前「プレート」付。ご親族やお友達にプレゼントもお名前「プレート」付。ご親族やお友達にプレゼントもお名前「プレート」付。ご親族やお友達にプレゼントも

証証証証のののの有効期間有効期間有効期間有効期間はははは、、、、

りりりり絵絵絵絵のののの森美術館森美術館森美術館森美術館」、「」、「」、「」、「

微笑館微笑館微笑館微笑館」」」」    

ｽヴｽヴｽヴｽヴﾞﾆｰﾙのﾞﾆｰﾙのﾞﾆｰﾙのﾞﾆｰﾙの飲食代飲食代飲食代飲食代１０１０１０１０

身延山久遠寺身延山久遠寺身延山久遠寺身延山久遠寺    宝物館宝物館宝物館宝物館

りりりり体験料体験料体験料体験料 10101010％％％％割引割引割引割引

「しだれ桜の里」里人募集

地元の高校生が描いた夢を現実に地元の高校生が描いた夢を現実に地元の高校生が描いた夢を現実に地元の高校生が描いた夢を現実に
みんなの力でしだれみんなの力でしだれみんなの力でしだれみんなの力でしだれ

「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！
富士川クラフトパーク内への富士川クラフトパーク内への富士川クラフトパーク内への富士川クラフトパーク内への 2,7002,7002,7002,700 本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、

人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）

づくり事業づくり事業づくり事業づくり事業」整備費用」整備費用」整備費用」整備費用

７００万円７００万円７００万円７００万円    

２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで

＜インターネット以外の申込方法＞

銀行振込でのお申し込みも可能です。詳細は裏面をご確認ください。

parco.comparco.comparco.comparco.com 

ゆばソフトゆばソフトゆばソフトゆばソフト」」」」をををを 1111

１２，０００円１２，０００円１２，０００円１２，０００円

里人の証」。お名前「プレート」付。里人の証」。お名前「プレート」付。里人の証」。お名前「プレート」付。里人の証」。お名前「プレート」付。    

３０，０００円３０，０００円３０，０００円３０，０００円

散策道沿いの比較的平坦な箇所。「しだれ桜の里散策道沿いの比較的平坦な箇所。「しだれ桜の里散策道沿いの比較的平坦な箇所。「しだれ桜の里散策道沿いの比較的平坦な箇所。「しだれ桜の里    里人の証」。里人の証」。里人の証」。里人の証」。

お名前「プレート」付。ご親族やお友達にプレゼントもお名前「プレート」付。ご親族やお友達にプレゼントもお名前「プレート」付。ご親族やお友達にプレゼントもお名前「プレート」付。ご親族やお友達にプレゼントも OKOKOKOK

、、、、5555 年間年間年間年間となりますとなりますとなりますとなります

」、「」、「」、「」、「甲斐黄金村甲斐黄金村甲斐黄金村甲斐黄金村

１０１０１０１０％％％％引引引引」、「」、「」、「」、「身延山身延山身延山身延山

宝物館宝物館宝物館宝物館のののの入館料入館料入館料入館料    大人大人大人大人

割引割引割引割引」」」」    

「しだれ桜の里」里人募集
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「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！
本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、

人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）

」整備費用」整備費用」整備費用」整備費用  

２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで２０１７年１月３１日（火）まで    

パルコパルコパルコパルコ    

＜インターネット以外の申込方法＞ 

銀行振込でのお申し込みも可能です。詳細は裏面をご確認ください。

 

1111 個個個個サービスサービスサービスサービス    

１２，０００円１２，０００円１２，０００円１２，０００円    

３０，０００円３０，０００円３０，０００円３０，０００円    

里人の証」。里人の証」。里人の証」。里人の証」。    

OKOKOKOK。。。。    

となりますとなりますとなりますとなります。）。）。）。）    

甲斐黄金村甲斐黄金村甲斐黄金村甲斐黄金村・・・・湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館

身延山身延山身延山身延山ロープウェイロープウェイロープウェイロープウェイ

大人大人大人大人・・・・中人中人中人中人がががが 100100100100

「しだれ桜の里」里人募集

山梨県身延町
  しだれ桜植樹
 

地元の高校生が描いた夢を現実に地元の高校生が描いた夢を現実に地元の高校生が描いた夢を現実に地元の高校生が描いた夢を現実に    
にしようにしようにしようにしよう

「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！「しだれ桜の里」の里人７００人を募集！    
本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、

人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）人の賛同者を募集します。）    

    ブースターブースターブースターブースター    

銀行振込でのお申し込みも可能です。詳細は裏面をご確認ください。 

湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館」」」」    

ロープウェイロープウェイロープウェイロープウェイ往復往復往復往復    

100100100100 円引円引円引円引」」」」    

「しだれ桜の里」里人募集

山梨県身延町

しだれ桜植樹

にしようにしようにしようにしよう！！！！    

本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、本の植樹事業に対して、

 

「しだれ桜の里」里人募集 

山梨県身延町         

しだれ桜植樹 

 



手順）手順）手順）手順）

            

 

        

   

手順）手順）手順）手順）     

            

 

        

ふりがな

お名前

 

ご住所

電話番号

メールアドレス

賛同金額

賛同金の入金方法

プレートへの

記載名について

プレートへの

記載住所について

（最大町村まで）

プレゼントを行う場

合の相手方情報

  ※今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際

に利用させていただきます

＜お問い合わせ＞

山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業

    ①①①①    お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。

※電話・ＦＡＸ・メール・郵送にて受付をしています。

送付先：電話の場合

            

②②②②    身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付

いたします。いたします。いたします。いたします。

※ゆうちょ銀行の際は、振込用紙を送付します。

        ※山梨中央銀行をご指定された方については、町指定の納付書をお送りします。

（振込手数料はかかりません。）

※その他の金融機関からの入金の場合は、町の指定口座を指示させていただきます。

（振込手数料は、振込者のご負担となります。）

③③③③    お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。

※お振込み後、身延町にてお振込の確認をさせていただきます。

ふりがな 

お名前 

ご住所 

電話番号 

メールアドレス

賛同金額 

賛同金の入金方法

プレートへの 

記載名について

プレートへの 

記載住所について

（最大町村まで）

プレゼントを行う場

合の相手方情報

今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際

に利用させていただきます

＜お問い合わせ＞ 山梨県

山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業

お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。

電話・ＦＡＸ・メール・郵送にて受付をしています。

送付先：電話の場合

FXA の場合

メールの場合

郵送の場合

                    

身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付

いたします。いたします。いたします。いたします。

※ゆうちょ銀行の際は、振込用紙を送付します。

※山梨中央銀行をご指定された方については、町指定の納付書をお送りします。

（振込手数料はかかりません。）

その他の金融機関からの入金の場合は、町の指定口座を指示させていただきます。

（振込手数料は、振込者のご負担となります。）

お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。

※お振込み後、身延町にてお振込の確認をさせていただきます。

 

 

〒 

 

メールアドレス  

□ １２，０００円

賛同金の入金方法 □ ゆうちょ銀行

 

記載名について 

名前以外の記載（愛称等）

の希望の方は書き込んで

ください。

 

記載住所について 

（最大町村まで） 

記載したい範囲を

全て○で囲んでください。

プレゼントを行う場

合の相手方情報 

ふりがな

氏  

今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際

に利用させていただきます。

山梨県 身延町役場

山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業

＜申＜申＜申＜申

お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。

電話・ＦＡＸ・メール・郵送にて受付をしています。

送付先：電話の場合  「

の場合  「

メールの場合 「

郵送の場合  「〒

              

身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付

いたします。いたします。いたします。いたします。    

※ゆうちょ銀行の際は、振込用紙を送付します。

※山梨中央銀行をご指定された方については、町指定の納付書をお送りします。

（振込手数料はかかりません。）

その他の金融機関からの入金の場合は、町の指定口座を指示させていただきます。

（振込手数料は、振込者のご負担となります。）

お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。

※お振込み後、身延町にてお振込の確認をさせていただきます。

お申込書

 

１２，０００円

ゆうちょ銀行

名前以外の記載（愛称等） 

の希望の方は書き込んで 

ください。15 字以内 

記載したい範囲を

全て○で囲んでください。

ふりがな         

  名         

今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際

。 

身延町役場 観光課

山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業

＜申＜申＜申＜申    込込込込    

お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。

電話・ＦＡＸ・メール・郵送にて受付をしています。

「0556-62-1116

「0556-62-1118

「minobu@booster

「〒409-2592

       

身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付

※ゆうちょ銀行の際は、振込用紙を送付します。

※山梨中央銀行をご指定された方については、町指定の納付書をお送りします。

（振込手数料はかかりません。） 

その他の金融機関からの入金の場合は、町の指定口座を指示させていただきます。

（振込手数料は、振込者のご負担となります。）

お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。

※お振込み後、身延町にてお振込の確認をさせていただきます。

お申込書

１２，０００円 

ゆうちょ銀行 □山梨中央銀行

名前以外の記載（愛称等） 

 

記載したい範囲を    

全て○で囲んでください。

         

         

今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際

観光課 （電話）

山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業

    書＞書＞書＞書＞    

お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。

電話・ＦＡＸ・メール・郵送にて受付をしています。

1116」 

1118」 

minobu@booster-parco.com

2592 山梨県南巨摩郡身延町梅平

          身延町役場

身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付

※ゆうちょ銀行の際は、振込用紙を送付します。（振込手数料はかかりません。）

※山梨中央銀行をご指定された方については、町指定の納付書をお送りします。

その他の金融機関からの入金の場合は、町の指定口座を指示させていただきます。

（振込手数料は、振込者のご負担となります。） 

お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。

※お振込み後、身延町にてお振込の確認をさせていただきます。

お申込書           

 

 

□ ３０，０００円

□山梨中央銀行 □

    都道府県  

全て○で囲んでください。        

         住 所 

          

今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際

（電話）0556-62

山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業

お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。

電話・ＦＡＸ・メール・郵送にて受付をしています。 

parco.com」 

山梨県南巨摩郡身延町梅平

身延町役場 

身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付

（振込手数料はかかりません。）

※山梨中央銀行をご指定された方については、町指定の納付書をお送りします。

その他の金融機関からの入金の場合は、町の指定口座を指示させていただきます。

 

お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。お申込者は賛同金のお振込をお願いいたします。    

※お振込み後、身延町にてお振込の確認をさせていただきます。

           

３０，０００円 

□その他銀行振込

  市・郡  

        を記載します

今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際

62-1116 

山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業山梨県身延町「しだれ桜の里づくり」事業    

お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。

山梨県南巨摩郡身延町梅平 2483

 観光課」 

身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付

（振込手数料はかかりません。）

※山梨中央銀行をご指定された方については、町指定の納付書をお送りします。

その他の金融機関からの入金の場合は、町の指定口座を指示させていただきます。

※お振込み後、身延町にてお振込の確認をさせていただきます。 

           

 

 

３０，０００円 

その他銀行振込 

  町・村 

を記載します 

今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際

お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。お申込書（下記載）を身延町（みのぶちょう）に送付お願いします。 

2483-36 

身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付身延町がお申込み書を受領しだい、お申込者へ賛同金のお振込先を送付    

（振込手数料はかかりません。） 

※山梨中央銀行をご指定された方については、町指定の納付書をお送りします。 

その他の金融機関からの入金の場合は、町の指定口座を指示させていただきます。 

            

今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際

  

    

 

今回クラウドファンディングで集められた個人情報については、返礼品及び観光情報をお送りする際


