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京都府　舞鶴市

自然食材ワンコとニャンコのご飯3袋と
お魚ふりかけ1袋ペットフードセット
10,000円 (10,000ポイント)
完全無添加・自然の恵みで健康一番！犬猫用ペッ
トフード【容量】イワシとやさいのコトコト煮13
0g×2袋、鶏肉とお野菜たっぷり豆乳鍋150g×1袋
、ワンコとニャンコのお魚ふりかけ70g×1袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pau3

自然食材ペットフードワンコとニャンコ
のご飯2種類4袋
10,000円 (10,000ポイント)
ペットフードフードフード無添加ペット用犬猫【
容量】イワシとやさいのコトコト煮130g×2袋、
鶏肉とお野菜たっぷり豆乳鍋150g×2袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pau1

自然食材ペットフードワンコとニャンコ
のご飯3種類4袋
10,000円 (10,000ポイント)
ペットフードフードフード無添加ペット用犬猫【
容量】イワシとやさいのコトコト煮130g×2袋、
鶏肉とお野菜たっぷり豆乳鍋150g×1袋、鶏肉と
お野菜ごろごろトマトシチュー150g×1袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pau2

佃煮4袋万願寺甘とう煮２種＆松茸昆布
・竹の子昆布４種詰め合わせセット
10,000円 (10,000ポイント)
舞鶴土産として人気の佃煮４種詰め合わせセット
【容量】万願寺甘とう煮山椒ちりめん：120g、万
願寺甘とう煮昆布：120g、松茸昆布：200g、竹の
子昆布：180g

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato10

cafehana無添加の手作りジャーキー愛犬
への贈り物5種類7袋セット納豆び…
10,000円 (10,000ポイント)
わんちゃん大興奮！新鮮な食材を使った「わんこ
用おやつ」【容量】納豆20g、牛タン10g、鶏むね
肉20g、鶏ささみ10g、鹿レバー10g
※大きさなどにより多少前後する場合があります
。

常温 時間指定

【管理番号】hana1

ガツンと！黒にんにくペースト大蒜舞鶴
産黒ニンニク
11,000円 (11,000ポイント)
黒にんにくパワーで男性のみなぎる自信と若い活
力をサポート【容量】１箱24包入り（1本内容量
：5ｇ）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】fain2

コラーゲン黒にんにくペースト大蒜舞鶴
産黒ニンニク
11,000円 (11,000ポイント)
がんばる女性のために、黒にんにくに美容成分を
プラス【容量】1箱24包入り（1本内容量：5g）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】fain3

松茸昆布3袋セット

11,000円 (11,000ポイント)
商品ができてから約40年。舞鶴土産として人気の
松茸昆布【容量】200g×3P

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato1

佃煮2種類各2袋万願寺甘とう煮山椒ちり
めん・昆布詰め合わせ
12,000円 (12,000ポイント)
舞鶴名産採れたての万願寺甘とう１００％使用の
佃煮【容量】山椒ちりめん：120g×2袋、昆布：1
20g×2袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato8
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京都府　舞鶴市

佃煮5袋万願寺甘とう煮山椒ちりめん

15,000円 (15,000ポイント)
舞鶴名産採れたて万願寺甘とう１００％使用の佃
煮【容量】120g×5袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato4

佃煮5袋万願寺甘とう煮昆布

15,000円 (15,000ポイント)
舞鶴名産採れたて万願寺甘とう１００％使用の佃
煮【容量】120g×5袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato6

玄米核酸黒にんにくペースト大蒜舞鶴産
黒ニンニク
17,000円 (17,000ポイント)
いつまでも若々しく、元気でいたいから。玄米核
酸と黒にんにく【容量】１箱24包入り（1本内容
量：5ｇ）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】fain1

松茸昆布佃煮5袋セット

18,000円 (18,000ポイント)
商品ができてから約40年。舞鶴土産として人気の
松茸昆布【容量】200g×5P

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato2

松茸昆布3袋竹の子昆布2袋佃煮セット

18,000円 (18,000ポイント)
商品ができてから約40年。舞鶴土産として人気の
松茸昆布【容量】松茸昆布200g×3P、竹の子昆布
180g×2P

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato3

佃煮8袋万願寺甘とう煮２種＆松茸昆布
・竹の子昆布４種詰め合わせセット
20,000円 (20,000ポイント)
舞鶴土産として人気の佃煮４種詰め合わせセット
【容量】各２袋万願寺甘とう煮山椒ちりめん：12
0g、万願寺甘とう煮昆布：120g、松茸昆布：200g
、竹の子昆布：180g（1袋の容量）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato11

佃煮2種類各4袋万願寺甘とう煮山椒ちり
めん・昆布詰め合わせ
25,000円 (25,000ポイント)
舞鶴名産採れたての万願寺甘とう１００％使用の
佃煮【容量】山椒ちりめん：120g×4袋、昆布：1
20g×4袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato9

佃煮10袋万願寺甘とう煮山椒ちりめん大
人数用
29,000円 (29,000ポイント)
舞鶴名産採れたて万願寺甘とう１００％使用の佃
煮【容量】120g×10袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato5

佃煮10袋万願寺甘とう煮昆布大人数用

29,000円 (29,000ポイント)
舞鶴名産採れたて万願寺甘とう１００％使用の佃
煮【容量】120g×10袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sato7



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 12 02

京都府　舞鶴市

黒にんにく3種類セットペースト大蒜舞
鶴産黒ニンニク
40,000円 (40,000ポイント)
家族みんながいつまでも若々しく、元気でいたい
から。【容量】１箱24包入り（1本内容量：5ｇ）
×３箱（玄米核酸黒にんにく、ガツンと！黒にん
にく、コラーゲン黒にんにく）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】fain4

大阪屋こうじ店手作りもろみキット（容
器付）
10,000円 (10,000ポイント)
食育にもおすすめ！京の老舗の手作りもろみの容
器付きセット【容量】生こうじ250g、もろみ麹25
0g、容器（ガラス製）

常温 冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】oosaka12

生こうじ大阪屋の麹で作る手作りもろみ
食べ比べセット
11,000円 (11,000ポイント)
麹もろみ京の老舗がお届けするモロミの食べ比べ
セット【【容量】京もろみ若150g、京もろみ熟成
150g、手作りもろみ1/2セット（もろみ麹500g+米
麹500g）

常温 冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】oosaka4

大阪屋謹製詰め合わせセット

14,000円 (14,000ポイント)
京の老舗売れ筋詰め合わせ味噌もろみ漬物ギフト
【容量】甘酒：1kg、京合わせ味噌：400g、もろ
み若：150g、辛子漬け小茄子：100g、甘酒フィナ
ンシェ×8個入り

常温 冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】oosaka3

鹿肉辣油mild＆hot2瓶セット

10,000円 (10,000ポイント)
肉ジビエ料理やご飯のお供に鹿肉ラー油【容量】
90g×2瓶（mild×1、hot×1）、古代米500g（数
量限定先着順）

常温 日指定

【管理番号】kan3

【2023年1月下旬以降発送】えごま油2本
無農薬自家栽培低温圧搾生絞り
18,000円 (18,000ポイント)
国産エゴマオイル自家栽培のえごまを使用【容量
】110g×2本

常温 時間指定

【管理番号】gra2

【2023年1月下旬以降発送】えごま油3本
無農薬自家栽培低温圧搾生絞り
26,000円 (26,000ポイント)
国産エゴマオイル自家栽培のえごまを使用【容量
】110g×3本

常温 時間指定

【管理番号】gra3

【2023年1月下旬以降発送】えごま油5本
無農薬自家栽培低温圧搾生絞り
44,000円 (44,000ポイント)
国産エゴマオイル自家栽培のえごまを使用【容量
】110g×5本

常温 時間指定

【管理番号】gra4

もつ鍋セット鶏まろ西京味噌スープ400g
3~4人前
10,000円 (10,000ポイント)
もつ鍋取り寄せグルメギフト肉牛肉ホルモン【容
量】もつ400g（100g×4）、濃縮還元スープ200ml
（100ml×2）※5倍希

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou6
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京都府　舞鶴市

もつ鍋もつ鍋セット辛まろ西京味噌スー
プ400g3~4人前
10,000円 (10,000ポイント)
もつ鍋取り寄せグルメギフト肉牛肉ホルモン【容
量】もつ400g（100g×4）、濃縮還元スープ200ml
（100ml×2）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou3

もつ鍋セット鶏まろ西京味噌スープ800g
6~8人前
20,000円 (20,000ポイント)
もつ鍋取り寄せグルメギフト肉牛肉ホルモン【容
量】もつ800g（100g×8）、濃縮還元スープ400ml
（100ml×4）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou5

もつ鍋もつ鍋セット辛まろ西京味噌スー
プ800g6~8人前
20,000円 (20,000ポイント)
もつ鍋取り寄せグルメギフト肉牛肉ホルモン【容
量】もつ800g（100g×8）、濃縮還元スープ400ml
（100ml×4）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou2

もつ鍋セット鶏まろ西京味噌スープ1.2k
g約10人前
30,000円 (30,000ポイント)
もつ鍋取り寄せグルメギフト肉牛肉ホルモン【容
量】もつ1.2kg（100g×12）、濃縮還元スープ600
ml（100ml×6）※5倍希

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou4

もつ鍋もつ鍋セット辛まろ西京味噌スー
プ1.2kg10～12人前
30,000円 (30,000ポイント)
もつ鍋取り寄せグルメギフト肉牛肉ホルモン【容
量】もつ1.2kg（100g×12）、濃縮還元スープ600
ml（100ml×6）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou1

鶏鍋セット京都上林鶏肉３種類入り3～4
人前
17,000円 (17,000ポイント)
鶏の旨みが凝縮された、白濁スープ。お好みの野
菜と一緒にどうぞ【容量】スープ450ml×2、つく
ね8ヶ、鶏もも肉420g(加熱処理後)、鶏むね肉約1
00g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】torihuzi1

ゲストハウス宰嘉庵かなでドミトリー（
男女混合）１泊/人素泊まり
15,000円 (15,000ポイント)
素泊まりの宿、6人部屋の1ベットになります。【
容量】6人部屋（2段ベット）の1ベット

常温

【管理番号】kanade1

GATEWAYMAIZURU１泊２日１名様宿泊券京
都舞鶴ゲストハウス宿泊ペアチケ…
15,000円 (15,000ポイント)
京都の港町である舞鶴市に位置する宿泊施設です
【容量】GATEWAYMAIZURU１泊２日１名様宿泊券

【管理番号】gateway1

ホテルアマービレ舞鶴シングル1名様ご
宿泊券1泊朝食付
20,000円 (20,000ポイント)
京都舞鶴へのビジネスや観光などに【容量】シン
グル1名様（朝食付）

常温

【管理番号】amabile1
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京都府　舞鶴市

ホテルベルマーレシングルご宿泊チケッ
ト1名様素泊まりプレゼント
24,000円 (24,000ポイント)
宿泊券京都海の見える部屋でゆったりと【容量】
ホテルベルマーレシングル素泊まりご宿泊チケッ
ト

常温

【管理番号】bell4

GATEWAYMAIZURU１泊２日２名様宿泊券京
都舞鶴ゲストハウス宿泊ペアチケ…
28,000円 (28,000ポイント)
京都の港町である舞鶴市に位置する宿泊施設です
【容量】GATEWAYMAIZURU１泊２日２名様宿泊券

【管理番号】gateway2

ホテルアマービレ舞鶴スタンダードツイ
ン2名様（朝食付）ご宿泊券1泊朝…
40,000円 (40,000ポイント)
京都舞鶴へのビジネスや観光などに【容量】スタ
ンダードツイン2名様（朝食付）

常温

【管理番号】amabile2

ゲストハウス宰嘉庵かなで和室１泊最大
４人素泊まり
40,000円 (40,000ポイント)
素泊まりの宿、最大4名まで泊まれる和室貸し切
りです【容量】4人まで泊まれる和室貸し切りプ
ラン。（2名でも4名でも金額は変わりません）

常温

【管理番号】kanade2

ホテルベルマーレスタンダードツインご
宿泊ペアチケット素泊まり
50,000円 (50,000ポイント)
宿泊券京都海の見える部屋でゆったりと【容量】
ホテルベルマーレスタンダードツイン素泊まりペ
アチケット

常温

【管理番号】bell5

ホテルベルマーレデラックスツインご宿
泊ペアチケット素泊まり
56,000円 (56,000ポイント)
宿泊券京都海の見える部屋でゆったりと【容量】
ホテルベルマーレデラックスツイン素泊まりペア
チケット

常温

【管理番号】bell6

拾得宿泊１泊２日/2食付大人2人

60,000円 (60,000ポイント)
農家民宿・拾得での、１泊２日の御宿泊。【容量
】拾得宿泊1泊2日/2食付（朝・夕）大人2名

常温

【管理番号】kan7

拾得里山体験宿泊１泊２日/２食付大人
２人
70,000円 (70,000ポイント)
季節の手仕事や田畑に川遊び、季節折々の体験宿
泊です。【容量】拾得宿泊1泊2日/2食付（朝・夕
）大人2名

常温

【管理番号】kan9

拾得宿泊１泊２日/２食付大人2人+子供2
人
90,000円 (90,000ポイント)
農家民宿・拾得での、１泊２日の御宿泊。【容量
】拾得宿泊1泊2日/2食付（朝・夕）大人2名と子
供2名

常温

【管理番号】kan8
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京都府　舞鶴市

ホテルベルマーレベルマーレスイートご
宿泊ペアチケット素泊まり
100,000円 (100,000ポイント)
宿泊券京都海の見える部屋でゆったりと【容量】
ホテルベルマーレスイート素泊まりペアチケット

常温

【管理番号】bell7

拾得狩猟体験１泊２日/３食付大人１人
プラン【期間限定】
100,000円 (100,000ポイント)
罠猟師に同行していただき、狩猟の現場を体験し
ていただけます。【容量】拾得宿泊１泊２日/３
食付（朝・昼・夕）大人１名

常温

【管理番号】kan11

拾得里山体験宿泊１泊２日/２食付大人
２人＋子供２人
120,000円 (120,000ポイント)
季節の手仕事や田畑に川遊び、季節折々の体験宿
泊です。【容量】拾得宿泊１泊２日/２食付（朝
・夕）大人２名+子供２名

常温

【管理番号】kan10

最大10名様まで宿泊可能！コテージ宿泊
券
130,000円 (130,000ポイント)
山と海に囲まれた星降るコテージ宿泊！【容量】
ふるるコテージ宿泊チケット
1泊10名（乳幼児含む）までの宿泊チケット

常温

【管理番号】fururu8

ホテルおーべるじゅ・ど・ぼのフランス
料理フルコース付き宿泊ペアチケ…
160,000円 (160,000ポイント)
京都舞鶴のフレンチフルコース付ペア宿泊チケッ
ト【容量】ご宿泊＆フレンチフルコースペアチケ
ット

常温

【管理番号】hono2

拾得狩猟体験１泊２日/３食付大人２人
プラン【期間限定】
200,000円 (200,000ポイント)
罠猟師に同行していただき、狩猟の現場を体験し
ていただけます。【容量】拾得宿泊１泊２日/３
食付（朝・昼・夕）大人２名

常温

【管理番号】kan12

拾得狩猟体験１泊２日/３食付大人２人+
子供２人プラン【期間限定】
350,000円 (350,000ポイント)
罠猟師に同行していただき、狩猟の現場を体験し
ていただけます。【容量】拾得宿泊１泊２日/３
食付（朝・昼・夕）大人２名+子供２名

常温

【管理番号】kan13

農村レストランふるるビュッフェディナ
ーお食事券1名分
10,000円 (10,000ポイント)
地元食材をふんだんに使った、自然食ビュッフェ
レストラン【容量】ふるるディナービュッフェ食
事券１名様分

常温

【管理番号】fururu7

フレンチレストランほのぼの屋特別ラン
チコースペアチケット
20,000円 (20,000ポイント)
レストランのフランス料理のランチペアチケット
【容量】特別ランチコースペアチケット

常温

【管理番号】hono3
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ホテルベルマーレレストランフレンチコ
ースペアチケットプレゼント
24,000円 (24,000ポイント)
食事券ホテル京都舞鶴のフレンチペアチケット。
【容量】ホテルベルマーレフレンチコースペアチ
ケット

常温

【管理番号】bell3

フレンチレストランほのぼの屋ふるさと
納税限定Rコースペアチケット
30,000円 (30,000ポイント)
レストランのフレンチコースペアチケット【容量
】フレンチRコースペアチケット

常温

【管理番号】hono4

地元名物八島丹山本店舞鶴焼肉ディナー
コース２名様お飲み物３杯付
50,000円 (50,000ポイント)
舞鶴へ旅行に来ちゃったら食べちゃって！【容量
】ディナーコース2名様ご招待

常温

【管理番号】niyama1

フレンチレストランほのぼの屋ふるさと
納税限定Gコースペアチケット
50,000円 (50,000ポイント)
レストランのフレンチコースペアチケット【容量
】フレンチGコースペアチケット

常温

【管理番号】hono5

懐石くずし特別コースペアチケット趣向
料理内方和食食事券
55,000円 (55,000ポイント)
特別な和食をゆったりと味わっていただける、お
食事券になります。【容量】懐石くずし特別コー
スペアチケット

常温

【管理番号】uchikata1

ホテルベルマーレテイクアウトHappines
sチケットプレゼント
64,000円 (64,000ポイント)
ホテルオードブルのお持ち帰りチケット【容量】
ハピネスチケット

常温

【管理番号】bell2

旬魚旬菜美味口福コースペアチケット京
舞鶴池屋和食食事券
70,000円 (70,000ポイント)
大将が厳選した素材と伝統の日本料理の技で、人
を口福にしたい【容量】旬魚旬菜美味口福コース
チケット（２名様）

常温

【管理番号】ikeya1

フレンチレストランほのぼの屋ふるさと
納税限定Sコースペアチケット
80,000円 (80,000ポイント)
レストランのフレンチコースペアチケット【容量
】フレンチSコースペアチケット

常温

【管理番号】hono6

舞鶴焼肉八島丹山行永店贅沢空間で味わ
う特上焼肉会席コース２名様
100,000円 (100,000ポイント)
舞鶴へ旅行に来ちゃったら食べちゃって！【容量
】ディナーコース	2名様ご招待

常温

【管理番号】niyama2
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次世代アイブロウハリウッドブロウリフ
トチケット1名様舞鶴市LIBER
17,000円 (17,000ポイント)
大人気ハリウッドブロウリフトチケットの施術を
体験！【容量】ハリウッドブロウリフトチケット

常温

【管理番号】liber2

まつ毛パーマパリジェンヌラッシュリフ
トチケット1名様舞鶴市LIBER
18,000円 (18,000ポイント)
大人気パリジェンヌラッシュリフトの施術を体験
！【容量】パリジェンヌラッシュリフト施術チケ
ット

常温

【管理番号】liber1

オイルトリートメント＆リンパドレナー
ジ90分利用券（１名様）京都府舞…
35,000円 (35,000ポイント)
舞鶴で唯一正確なMLDが受けられる女性専用サロ
ン利用チケット【容量】オイルトリートメント＆
リンパドレナージ（90分/お一人様）
※利用券を送付しますので事前にご予約下さい。
※以下に該当される方はお受けできません。

常温

【管理番号】rikka1

舞鶴で船釣り体験！シーホーク１日乗船
券１名様ルアーフィッシング
45,000円 (45,000ポイント)
四季折々の魚が狙える船釣り体験。日本海側への
釣りなら舞鶴へ！【容量】シーホーク１日乗船券
（一人）

常温

【管理番号】seahawk1

記念撮影プランプリン写真撮影・フォト
Decoライト（3カット）・5カット…
70,000円 (70,000ポイント)
卒業、入学、誕生日、家族写真、お見合い、ビジ
ネス、キッズ、マタニティの記念撮影に【容量】
記念撮影プラン

常温

【管理番号】kikuduru4

お宮参り撮影プランミルクベビードレス
レンタル・写真撮影・アルバム・…
120,000円 (120,000ポイント)
お宮参りらしいきっちりとした写真も、柔らかい
雰囲気の写真もお任せください！【容量】お宮参
りフォトプラン

常温

【管理番号】kikuduru3

七五三撮影プランミルク撮影衣装・写真
撮影・アルバム（4面5カット）・…
140,000円 (140,000ポイント)
七五三の記念に、素敵な衣装で思い出を残しませ
んか？【容量】七五三撮影プラン

常温

【管理番号】kikuduru5

振袖撮影プラン撮影衣装・写真撮影・六
つ切り台紙・ヘアメイク・着付け
300,000円 (300,000ポイント)
成人の記念、お見合い用など振袖を着ての記念撮
影【容量】振袖撮影プラン

常温

【管理番号】kikuduru6

スタジオフォトウェディング和装プラン
打掛・黒紋付京都府舞鶴市撮影・…
470,000円 (470,000ポイント)
花嫁の夢を全て叶える至福のひと時。結婚式以上
に楽しく、嬉しく、幸せな体験を。【容量】フォ
トスタジオでのフォトウェディング和装プラン

常温

【管理番号】kikuduru1
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ロケーションフォトウェディング和装プ
ラン色打掛・白無垢京都府舞鶴市…
660,000円 (660,000ポイント)
花嫁の夢を全て叶える至福のひと時。結婚式以上
に楽しく、嬉しく、幸せな体験を。【容量】屋外
でのフォトウェディング和装プラン

常温

【管理番号】kikuduru2

舞鶴カントリークラブ1ラウンドプレー
券（平日）ゴルフセルフプレー
30,000円 (30,000ポイント)
大阪・京都から車で約2時間。若狭の海と青葉山
のリゾートコース【容量】1ラウンドプレー（セ
ルフ/平日）

常温

【管理番号】country3

舞鶴カントリークラブ1ラウンドプレー
券（土日祝）ゴルフセルフプレー
45,000円 (45,000ポイント)
大阪・京都から車で約2時間。若狭の海と青葉山
のリゾートコース【容量】1ラウンドプレー（セ
ルフ/土日祝）

常温

【管理番号】country4

舞鶴カントリークラブ宿泊パック1泊3食
付ゴルフ1ラウンドプレーペアチケ…
175,000円 (175,000ポイント)
大阪・京都から車で約2時間。若狭の海と青葉山
のリゾートコース【容量】1ラウンドプレー（セ
ルフ）、ホテルロージュ1泊3食（夕・朝・昼）付
き、2名様

常温

【管理番号】country1

舞鶴カントリークラブ宿泊パック1泊4食
付ゴルフ2ラウンドプレーペアチケ…
260,000円 (260,000ポイント)
大阪・京都から車で約2時間。若狭の海と青葉山
のリゾートコース【容量】2ラウンドプレー（セ
ルフ/2日間）、ホテルロージュ1泊4食（昼・夕・
朝・昼）付き、2名様

常温

【管理番号】country2

お墓のお掃除代行（除草・墓石・霊標・
灯篭の水洗い拭き上げ・花お供え…
50,000円 (50,000ポイント)
舞鶴市内にあるお墓のお掃除代行です。帰省でき
ない時などにご利用ください。【容量】お墓のお
掃除代行１回

常温

【管理番号】mizunagi1

TwistPlatinumノブなし130mmカスタムパ
ワーハンドル釣りリールオリジナル
85,000円 (85,000ポイント)
左巻き、右巻きどちらにも対応、オリジナルのリ
ールハンドル【容量】TwistPlatinumノブなし130
mm1個

常温 時間指定

【管理番号】sun2

TwistPlatinumノブなし150mmカスタムパ
ワーハンドル釣りリールオリジナル
95,000円 (95,000ポイント)
左巻き、右巻きどちらにも対応、オリジナルのリ
ールハンドル【容量】TwistPlatinumノブなし150
mm1個

常温 時間指定

【管理番号】sun4

TwistPlatinumノブあり130mmカスタムパ
ワーハンドル釣りリールオリジナル
125,000円 (125,000ポイント)
左巻き、右巻きどちらにも対応、オリジナルのリ
ールハンドル【容量】TwistPlatinumノブ付き130
mm1個

常温 時間指定

【管理番号】sun1
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TwistPlatinumノブあり150mmカスタムパ
ワーハンドル船釣りリールオリジ…
135,000円 (135,000ポイント)
左巻き、右巻きどちらにも対応、オリジナルのリ
ールハンドル【容量】TwistPlatinumノブ付き150
mm1個

常温 時間指定

【管理番号】sun3

夫婦箸黒紅梅一刀彫夫婦ギフトセット箸
置付き贈答用
60,000円 (60,000ポイント)
はっきりと鮮やかでいてしっとりした黒色と赤色
の高級感のあるお箸セット【容量】箸２膳、箸置
き２個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】enzen1

夫婦箸京都銘木黒檀・朱音夫婦ギフトセ
ット箸置付き贈答用
67,000円 (67,000ポイント)
貴重な銘木を選びぬき、京都の職人がこだわりの
手作業で作り上げたセットです。【容量】箸２膳
、箸置き２個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】enzen3

夫婦箸京都銘木紫檀夫婦ギフトセット箸
置付き贈答用
67,000円 (67,000ポイント)
貴重な銘木を選びぬき、京都の職人がこだわりの
手作業で作り上げたセットです。【容量】箸２膳
、箸置き２個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】enzen2

ジェルトロンベビーまくらドーナツタイ
プギフトプレゼント
15,000円 (15,000ポイント)
GELTRON丸洗い睡眠ジェル出産祝いプレゼントギ
フト【容量】ジェルトロンベビーマクラ（ドーナ
ツタイプ）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas14

ジェルトロンベビーまくらビスケットタ
イプギフトプレゼント
25,000円 (25,000ポイント)
GELTRON丸洗い睡眠ジェル出産祝いプレゼントギ
フト【容量】ジェルトロンベビーマクラ（ビスケ
ットタイプ）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas15

ジェルトロンベビーまくらセットドーナ
ツ＆ビスケットプレゼント
40,000円 (40,000ポイント)
GELTRON丸洗い睡眠ジェル出産祝いプレゼントギ
フト【容量】ジェルトロンベビーマクラ（ドーナ
ツタイプ＆ビスケットタイプ）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas16

ジェルトロンピロー・スーパー２α（ア
ルファ）
66,000円 (66,000ポイント)
GELTRONまくら介護用にも最適な新感覚な枕【容
量】ジェルトロンピロースーパー２α１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas10

ジェルトロンピロー・スーパーLOWα（
アルファ）
66,000円 (66,000ポイント)
GELTRONまくら介護用にも最適な新感覚な枕【容
量】ジェルトロンピロースーパーピローLOW１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas3
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ジェルトロンピロー・マイズα（アルフ
ァ）
75,000円 (75,000ポイント)
GELTRONまくら介護用にも最適な新感覚な枕【容
量】ジェルトロンピローマイズα1個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas11

高級綿100％敷布団薄目3.6kg柔らかめメ
キシコ綿入り受注生産
170,000円 (170,000ポイント)
京都舞鶴の熟練職人がオーダー毎に針を通して仕
上げる本格和式寝具【容量】敷き布団サイズ：10
0cm×200cm（メキシコ綿3.6kg）
※薄目なため、２枚敷きを推奨しております。

常温 時間指定

【管理番号】hase9-2

高級綿100％敷布団薄目3.6kgインド綿入
り受注生産
170,000円 (170,000ポイント)
京都舞鶴の熟練職人がオーダー毎に針を通して仕
上げる本格和式寝具【容量】敷き布団サイズ：10
0cm×200cm（インド綿3.6kg）
※薄目なため、２枚敷きを推奨しております。

常温 時間指定

【管理番号】hase10-2

高級綿100％敷布団普通5.8kg柔らかめメ
キシコ綿入り受注生産
200,000円 (200,000ポイント)
京都舞鶴の熟練職人がオーダー毎に針を通して仕
上げる本格和式寝具【容量】敷き布団サイズ：10
0cm×200cm（メキシコ綿5.8kg）

常温 時間指定

【管理番号】hase9-1

高級綿100％敷布団普通5.8kgインド綿入
り受注生産
200,000円 (200,000ポイント)
京都舞鶴の熟練職人がオーダー毎に針を通して仕
上げる本格和式寝具【容量】敷き布団サイズ：10
0cm×200cm（インド綿5.8kg）

常温 時間指定

【管理番号】hase10-1

真綿ふとん無地受注生産掛け布団

350,000円 (350,000ポイント)
真綿布団京都舞鶴の熟練職人が仕上げる本格和式
寝具【容量】真綿ふとん（肌ふとんタイプ）サイ
ズ：150×210cm（真綿1.0kg）

常温 時間指定

【管理番号】hase3

京の絞り真綿ふとん嵐山肌ふとんタイプ
受注生産掛け布団
600,000円 (600,000ポイント)
真綿布団京都舞鶴の熟練職人が仕上げる本格和式
寝具【容量】真綿ふとんサイズ：150×200cm（真
綿1.0kg）

常温 時間指定

【管理番号】hase7

着物リメイク真綿布団仕立て直し受注生
産
600,000円 (600,000ポイント)
京都舞鶴の熟練職人が着物を真綿ふとんにリメイ
クいたします。【容量】掛け布団シングルサイズ
（150cm×200cm）
※お好みで小さめ（135cm×185cm）も可能。直接
お電話でご希望をお伺いいたします。

常温 時間指定

【管理番号】hase11

京の絞り真綿ふとん嵐山受注生産掛け布
団
750,000円 (750,000ポイント)
真綿布団京都舞鶴の熟練職人が仕上げる本格和式
寝具【容量】真綿ふとんサイズ：150×200cm（真
綿1.5kg）

常温 時間指定

【管理番号】hase4


