
ふるさと応援寄附金
（ふるさと納税）
お礼の品カタログ

舞 鶴 市



このパンフレットに掲載している返礼品は一例です。
ホームページでは、舞鶴市の魅力ある特産品を随時追加してまいります。

詳しくは、楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、au PAYふるさと納税の舞鶴市
のページをご覧ください。
（「楽天ふるさと納税 舞鶴」「ふるさとチョイス 舞鶴市」「au PAYふるさと納税
舞鶴市」で検索）

○舞鶴の歴史と文化を活かした個性豊かなまちづくり
ユネスコ世界記憶遺産に登録された資料を通じた引揚の史実の継承や、
日本遺産に登録された日本近代化の歩みと旧軍港の文化を感じるまちづくり、
田辺城の城下町としての町割りや文化遺産を生かしたまちづくりを推進します。

寄附（ふるさと納税）の使い道について

返礼品について
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■商品番号：AＧ001-NT

■出品者：ＪＡ京都にのくに

■消費期限：出荷後７日間

■内容量
化粧箱（秀品150g袋×８袋）

甘い！美味い！辛くない！京のブランド産品「万願寺甘とう」

大型で柔らかく肉厚の「万願寺甘とう」は「ピーマンが食べれない子供でも
万願寺甘とうは食べるんです！」という声も聞くほど、ピーマンの味とは全
く違う「とうがらしの風味」が特徴です。醤油や油との相性が良く、種が少
なく食べやすいため、「煮」・「焼」・「揚」の様々な調理方法にマッチし、手
間をかけずに、京の伝統を受け継いだ”ほんまもん”の味が楽しめます。

■配送：常温

■内容量
舞づるかまぼこ 紅1、白1（各210ｇ）
はも板蒲鉾（140ｇ）
1小袖かまぼこ紅1、白1（各110ｇ）
ちぎり天蛸、きくらげ（各100ｇ）
笹がきごぼう（90ｇ）

■消費期限
発送より、かまぼこ11日間、天ぷら6日間

■商品番号：AE001-NTA

■出品者：株式会社嶋七

京都・舞鶴の名産かまぼこと天ぷらの詰合せギフト。
近海の新鮮な白身魚をふんだんに使用し、天然塩で職人が丹
精こめて練り上げた舞鶴伝統のかまぼこは、しこしこっとした歯
触りと、魚の深い味わいが楽しめます。
また、天ぷらは、食感が楽しい蛸、きくらげ、笹がきごぼうを
たっぷり練りこんだ３種のおつまみ天をご用意しました。お酒や
ビールにあてにもぴったりです。

■配送：冷蔵
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【発送について】
※7月上旬～10月下旬頃の間に順次発送致しますので、11月以降のご注文に関しては、翌年7月以降のお届けとなります。
※天候の影響で収穫量・収穫時期が遅れた場合、発送が遅れる場合があります。

舞鶴かまぼこ・天ぷら詰合せギフト「華吹雪」

【発送について】
※11/26までにご注文のお客様は、準備でき次第、順次発送いたします。11/27以降にご注文のお客様は、１/６以降に順
次発送いたします。（11/28～1/5までの発送はできませんので、ご了承いただけますよう、よろしくお願いいたします。）
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玉露、抹茶入り煎茶（箱入り）

■内容量：玉露200ｇ×1、上煎茶200ｇ×1

■賞味期限：製造から7ヵ月

■出品者：植和田園

■商品番号：ue3

全国茶品評会のかぶせ茶部門で産地賞を5年連続獲得し、
個人でも受賞したお茶農家が作った味わい深いお茶をご家
庭でお楽しみいただけます。
濃厚な旨みの玉露、舞鶴で生産された抹茶と程よい渋みと
すっきりとした味わいの煎茶をミックスした茶を詰め合わせ
セットにしてお届けいたします。

<<1人分のお茶煎れ方>>
○玉露：茶葉の量５ｇを目安に、湯の
温度は６０℃急須に注いで抽出時間
は約１分、均等に注ぎ最後の１滴ま
で絞りきる。
○煎茶：茶葉の量4ｇを目安に湯の温
度は８０℃急須に注いで約30秒抽出
し、均等に注ぎ分け最後の１滴まで
絞りきる。

福来俵 ５kg

■内容量：舞鶴産白米５kg

■賞味期限：製造日から１か月ほど

■サイズ：高さ 約20cm×横約30cm

■保管方法：俵型容器から米を出していただき、冷暗所
で保存してください。夏場は冷蔵庫での保存をお勧めい
たします。

■出品者：株式会社まつもと米穀

■商品番号：matumoto1

舞鶴西方寺地区で作られた美味しいお米を米俵に
詰めました。
ギフトとしてもおすすめです。（のし対応可）

「米俵は全て職人の手作り」
容器の俵はすべて職人が一つ一つ丹精込めて手作業で作られています。
細部の仕様は、まさに日本のものづくりの誉れ。
※お米は簡単に取り出すことができ、ラベルも簡単にはがせます。

寄附金額
23,000円

寄附金額
22,000円
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ラベルは１８種類の中からお選びいただけます。
（各ラベルのイメージは次ページをご覧ください。）

１.結婚祝い ７.還暦祝い 13.スタンダード１
２.新築祝い ８.米寿祝い 14.スタンダード２
３.入学祝い ９.七福神（おめでとうございます） 15.命名１
４.出産祝い 10.鶴亀鯛 16.命名２
５.開店祝い 11.ありがとう（武士） 17.御祝
６.合格祝い 12.ありがとう（姫） 18.無地
※作成いただいたデータをラベルに印刷することも可能です。
※ラベルサイズは横14cm、縦12cmです。

【舞鶴市に申込書をお送りいただく際の留意点】

（１）ふるさと応援寄寄附申請書の裏面の備考欄にラベルの番号をご記入ください。
（２）「15．命名１」「16.命名２」「17.御祝」のいずれかを選択された場合は、ラベル番

号に加えて、印字するお名前をご記入ください。
（３）「18.無地」を選択される場合、下記のメールアドレスまでラベルのデータをお送

りください。
メールアドレス：furusato-nozei@city.maizuru.lg.jp

このような場面におすすめです

□結婚・出産祝いに
無難な贈り物だけど、インパクト大！披露宴会場に飾れば話題にもなり、お米を取り
出したあとは、置物や貯金箱としてご利用いただけ、オリジナリティ溢れるギフトでお
祝いできます。

□お中元・お歳暮に
誰にでも喜ばれる“お米のギフト”はお中元やお歳暮にもおすすめ。あっと驚くような
贈答品で、きっと喜ばれるはず。

□イベントの装飾や景品に
積み上げると更に目立つことまちがいなし！
大量発注にも対応しているので、企業イベント
でのノベルティにも大人気です。



6

ラベル一覧①【ラベル番号１～１２】
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ラベル一覧②【ラベル番号１０～１８】



【定期便】竹炭米（白米） ５kg×６か月
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【発送について】
５kgを６か月連続、月末にお届けできるように発送いたします。
・20日までにお申込みの場合はその月を含む毎月月末にお届け
になります。
・21日以降にお申込みの場合は翌月の月末から毎月お届けとなり
ます。

田んぼに竹炭（粉炭）を投入し、100％有機肥料で栽培した
お米です。

【定期便】竹炭米（白米） 10kg×6か月

■内容量：10kg×６回（品種：コシヒカリ）

■精米日：発送直前に精米いたします

■賞味期限： 精米年月日から3か月ほど

■保管方法：冷暗所で保管してください

■出品者：池内・自然環境保全米生産グループ

■商品番号：ikehime-10-6

【発送について】
10kgを6か月連続、月末にお届けできるように発送いたします。
・20日までにお申込みの場合はその月を含む毎月月末にお届
けになります。
・21日以降にお申込みの場合は翌月の月末から毎月お届けと
なります。

■内容量：10kg×６回（品種：コシヒカリ）

■精米日：発送直前に精米いたします

■賞味期限： 精米年月日から3か月ほど

■保管方法：冷暗所で保管してください

■出品者：池内・自然環境保全米生産グループ

■商品番号：ikehime-5-6
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竹炭米（玄米） 15kg

■内容量：15kg（品種：コシヒカリ）

■賞味期限：2021年８月頃

■保管方法：冷暗所で保管してください

■出品者：池内・自然環境保全米生産グループ

■商品番号：ikehime7

竹炭米（玄米） 10kg

■内容量：10kg（品種：コシヒカリ）

■賞味期限：2021年８月頃

■保管方法：冷暗所で保管してください

■出品者：池内・自然環境保全米生産グループ

■商品番号：ikehime6

竹炭米（玄米） ５kg

■内容量：５kg（品種：コシヒカリ）

■賞味期限：2021年８月頃

■保管方法：冷暗所で保管してください

■出品者：池内・自然環境保全米生産グループ

■商品番号：ikehime5
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竹炭米（白米） 15kg

■内容量：10kg（品種：コシヒカリ）

■精米日：注文を受けてから精米します。

■賞味期限： 精米年月日から3か月ほど

■保管方法：冷暗所で保管してください

■出品者：池内・自然環境保全米生産グループ

■商品番号：ikehime2

竹炭米（白米） ５kg

■内容量：15kg（品種：コシヒカリ）

■精米日：注文を受けてから精米します。

■賞味期限： 精米年月日から3か月ほど

■保管方法：冷暗所で保管してください

■出品者：池内・自然環境保全米生産グループ

■商品番号：ikehime3

竹炭米（白米） 10kg

■内容量：10kg（品種：コシヒカリ）

■精米日：注文を受けてから精米します。

■賞味期限： 精米年月日から3か月ほど

■保管方法：冷暗所で保管してください

■出品者：池内・自然環境保全米生産グループ

■商品番号：ikehime1



海鮮三昧 干物７種セット

海鮮三昧 干物5種セット

寄附金額
20,000円

寄附金額
10,000円

■内容量
①アジみりん干（6入）
②イワシ醤油漬（6入）
③ニギス丸干（300g）
④アジ一夜干（5入）
⑤連子鯛一夜干（1入）
⑥甘鯛一夜干（1入）
⑦季節の魚の干物

■内容量
①アジみりん干（6入）
②イワシ醤油漬（6入）
③ニギス丸干（300g）
④アジ一夜干（5入）
⑤連子鯛一夜干（1入）

■消費期限
発送から30日間（-18℃以下要冷凍）

■消費期限
発送から30日間（-18℃以下要冷凍）

■出品者： 新田商店

■商品番号：AB002-NT

■出品者： 新田商店

■商品番号：AB001-NT

京都産の旬の魚を無添加で新鮮な内に加工しました。
舞鶴自慢の干物をたっぷりとお召し上がりください。
※発送より30日間、要冷凍（-18℃以下）にて保存できます。
※解凍後4日以内にお召し上がり下さい。
※魚の水揚げ状況に応じて内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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■配送：冷凍、日指定、時間指定

■配送：冷凍、日指定、時間指定

贅沢干物セット

■内容量
①のどぐろ（1尾入り×2袋）
②アマダイ（1尾入り×3袋）

■消費期限 約30日間 ■配送：冷凍

■出品者： 和仁商店

■商品番号：AU001-NT

脂ののったのどくろと若狭湾のアマダイの干物セットです。
舞鶴沖で採れたのどくろは脂ものって身もフワフワで絶品。
若狭ぐじと呼ばれるアマダイは白身で上品な味です。
是非ともご賞味ください！



京都舞鶴 ゆうさいくんのさばへしこ
■内容量

2尾（1尾350グラム以上）

■消費期限
発送より2ヵ月

■商品番号：AC001-NT

■出品者：有限会社川又商店

丹後半島から若狭湾にかけての日本海側で、保存食として慣れ親しまれてきた「へしこ」。
弊社では舞鶴市の漁師町「吉原」で受け継がれてきた伝統の味を今も受け継いで製造しています。
原料のさばは国産。脂ののった特大サイズを使用し、1年以上ぬか漬けしたものだけを販売しております。
軽く焼いてご飯のおともに、出汁をかけてへしこ茶漬けに、パスタなどにもお使いいただけます。

■配送：冷蔵、日指定、時間指定
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大阪屋謹製 サワラ西京漬け、地鶏西京漬けセット

■内容量
サワラ 60g×2切れ×3個
地鶏 150g×3個

■消費期限：解凍後1週間

■配達：冷凍、日指定、時間指定

■出品者：大阪屋こうじ店

■商品番号：BJ004-NT

大阪屋謹製の西京漬け味噌に、舞鶴産のサワラ、
綾部上林地鶏を漬け込みました。

地鶏は山椒がぴりりと香り、西京味噌の風味を引き
立てます。

【発送について】
※夏場はクール便で発送します

※決済方法に郵便振替・納付書払いをご選択の場
合、ご希望の到着日に間に合わない場合がござい
ます。その際は最短日時で発送いたします。
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家庭で飲んでいただくお茶２種

■内容量
上煎茶200ｇ×1
青柳400ｇ×1

■消費期限：7か月

■配送：常温

■出品者：植和田園

■商品番号：ue1寄附金額
10,000円

■内容量
玉露50ｇ×1
上煎茶200ｇ×1
青柳300ｇ×1

■消費期限：7か月

■配送：常温

■出品者：植和田園

■商品番号：ue2

家庭で飲んでいただくお茶３種

■内容
玉露100g・煎茶100g各1袋 平箱詰

■消費期限：出荷後１ヶ月

■出品者：ＪＡ京都にのくに

程よい渋みとすっきりとした
味わいの煎茶とさっぱりとし
た味と香気を楽しむ普段飲
みにおすすめの青柳
1人分のお茶煎れ方、煎茶
茶葉の量4ｇを目安に湯の温

度は８０℃急須に注いで約
30秒抽出し、均等に注ぎ分

け最後の１滴まで絞りきる。
青柳茶葉の量3ｇお湯は熱

湯抽出時間は１５秒ほど素
早く継ぎ分け均等に注いでく
ださい

濃厚な旨みの玉露、程よい渋
みとすっきりとした味わいの煎
茶、普段飲みにおすすめの青
柳。1人分のお茶煎れ方、玉露、

茶葉の量５ｇを目安に、湯の温
度は６０℃急須に注いで抽出
時間は約１分、均等に注ぎ最
後の１滴まで絞りきる。煎茶、
茶葉の量4ｇを目安に、湯の温

度は８０℃急須に注いで抽出
時間は約30秒、均等に注ぎ分

け最後の１滴まで絞りきる。青
柳茶葉の量3ｇお湯は熱湯を入

れ抽出時間は１５秒ほど素早く
継ぎ分け均等に注いでください

ＪＡ京都にのくに特選玉露・煎茶平箱セット
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■内容量
玉露100ｇ×1
抹茶入り煎茶100ｇ×1
福紗入り２本箱入りセット

■消費期限：7か月

■配送：常温

■出品者：植和田園

■商品番号：AZ003-NT

■内容量：焙じ茶150ｇ×４袋

■賞味期限：製造から7か月
■配送：常温
■出品者：植和田園
■商品番号：ue5

家庭で飲んでいただてよし、
おつかい物にしてもよしの玉露、煎茶箱入りセット

濃厚な旨みの玉露、舞鶴で生産された抹茶と程よい渋みとすっきりとした味わいの煎茶をミックス
した茶を福紗に入れた高級詰め合わせセット
1人分のお茶煎れ方、玉露、茶葉の量５ｇを目安に、湯の温度は６０℃急須に注いで抽出時間は
約１分、均等に注ぎ最後の１滴まで絞りきる。煎茶、茶葉の量4ｇを目安に、湯の温度は８０℃急須
に注いで抽出時間は約30秒、均等に注ぎ分け最後の１滴まで絞りきる。

番茶を焙煎した焙じ茶です。独特な香ばしさがあり、
苦味、渋みはほとんどなく、口当たりがあっさりして
いるのが特徴なお茶です。熱湯したお湯を注いで素
早く均等に注ぎ分けてお飲みください。

京都舞鶴の焙じ茶 ４袋セット



厳選和牛ローストビーフ

■内容量
約300ｇ×2本入り
ローストビーフソース付き

■消費期限
冷凍の状態で3か月、解凍後2日間

舞鶴 肉のABCフーズ特選品。
A5ランクBMS10～12で、オレイン酸含有量が多く甘みのある、黒毛和牛使用。
その中でも、あっさりとして旨味のある『内もも』を焼き上げました。厳選した牛肉を、
信頼を置く取引先から仕入れ、熟成度合いを見極め2日間の漬け込みの後丁寧に焼き上げました。
薄くスライスしてお召し上がり下さい。（半解凍でスライスすると薄く切れます）

■出品者：肉のＡＢＣフーズ

■商品番号：abc2 

■消費期限
冷凍で1か月 解凍後は冷蔵庫で2日間

■商品番号：AH009-NT

舞鶴 ABCフーズ特選品。
A5ランクBMS10～12で、オレイン酸含有量が多く甘みのある、黒毛和牛使用。
その中の希少部位である『ハネシタ』と『シャトーブリアン』を貴方のために焼き上げます。
オーダーを、頂いてから、厳選した牛肉を信頼を置く取引先から仕入れ、約3週間程度熟成（ウエットエージング）させ、
2日間の漬け込みの後、丁寧に焼き上げます。
オーダーを頂いてから約1か月かかりますが、満足頂ける逸品です。

貴方の為の、手作りローストビーフ
-ハネシタ・シャトーブリアン-の贅沢 食べ比べセット

■内容量
厳選和牛ハネシタのローストビーフ 300ｇ
厳選和牛シャトーブリアンのローストビーフ 300ｇ
※ローストビーフソース付き

■出品者：肉のＡＢＣフーズ
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■配送：冷凍、日指定、時間指定

■配送：冷凍、日指定、時間指定



16

■内容量：1本入（約300g）、
ローストビーフソース×3個、
黒トリュフ塩×1個

■消費期限：冷凍状態で90日、解凍後冷蔵庫で2日

■配送：冷凍配送

■出品者：肉のABCフーズ

■商品番号：abc30

A5ランク 厳選和牛特上 とろ生 ローストビーフ 300g 1本
黒トリュフ塩付き

300gが1本入りでお届け。
付属のローストビーフソースだけでなく、レタスなど
でスライスのお肉を手包みしてさっぱりと、
キムチやマスタードで辛味を付けて大人の味に・・・
など、たっぷりお楽しみいただけます！

京都姫牛100％ハンバーグ 10個手作り

■内容量：140g×10個入

■消費期限：冷凍状態で90日、
解凍後冷蔵庫で2日

■配送：冷凍配送

■出品者：肉のABCフーズ

■商品番号：abc23

京都ブランド牛をご堪能ください
風味豊かな最高肉質『メス牛』。牛肉の消費量『日本一の京都』の人が愛する【京都姫牛】
黒毛和種の雌牛(未経産牛)は、雄牛に比べ不飽和脂肪酸が多く含まれており、脂の融点が
低いため、口の中でとろけるような味わいに仕上がります。
舌触り良く、きめ細やかな肉質は、まさに京都姫牛の名にふさわしい逸品です。
京都姫牛を贅沢に100％使用したハンバーグです。
焼く前日に冷蔵庫に入れておき、完全に解凍してから焼いてください。

寄附金額
40,000円
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手作り焼豚２本

寄附金額
10,000円

■内容量：2本入り 約700g

■消費期限：冷凍3か月 解凍後2日

■配送：冷凍配送

■出品者：肉のABCフーズ

■商品番号：abc1 

舞鶴 肉のABCフーズ特選品。
厳選した、国産豚肉の肩ロース
を使用しています。
細かい整形処理の後、当店秘伝のたれに48時間漬け込み、時間をかけてじっくり、焼き
上げました。
豚肉本来の旨味をにがさず、中はしっとり柔らかく、外はパリッと。
仕上げの濃厚なタレとの絶妙なバランスをお楽しみいただけたらと思います。
そのままスライスし、温めてお召し上がりください。
また、チャーハンに混ぜ込んでも、ラーメンの上にのせて、丼として・・・いろんな食し方を
お試しください。
尚、当店の焼豚は、保存料等は使用いたしておりませんので、お早めにお召し上がりくだ
さい。

自家製旨辛ダレ揉みこみ焼肉セット A5ランク
黒毛和牛黒毛和牛ホルモン 600g 3～4人前

■内容量：A5ランク黒毛和牛焼肉(150g×2)、
中トロホルモン(150g×2)、
秘伝のタレ(100g×1)

■消費期限：冷凍3か月 解凍後2日

■配送：冷凍配送

■出品者：肉のABCフーズ

■商品番号：abc15

肉のプロが自信を持ってお勧めする焼肉セット
肉のプロが厳選し仕入れを行い、モモ、カルビ、
ロース等様々な部位を使用し、丁寧に筋引き焼肉
用にカット。 ホルモンは黒毛和牛と交雑種の上質な内臓肉を1腹買いし、肉のプロが厳選し
た物だけを使用して余分な脂を落とし、丁寧にカットしました。
又、新鮮な状態でお届けするため、加工後すぐに真空し業務用冷凍庫にて凍結しました。
昭和56年創業の知恵と技が生み出した、旨辛の秘伝のタレと黒毛和牛、交雑種のホルモン
A5ランク焼肉の旨味、甘みをお楽しみください。

寄附金額
16,000円



A5ランク黒毛和牛100％
ハンバーグ【15個】

■内容量
140ｇ×15個

■消費期限
冷凍3か月 解凍後2日

■商品番号：AH006-NT 

A5ランク黒毛和牛100％
ハンバーグ【10個】
■内容量

140ｇ×10個

■消費期限
冷凍3か月 解凍後2日

■商品番号：AH005-NT

舞鶴 肉のABCフーズ特選品。
A5ランクBMS10～12で、オレイン酸含有量が多く甘みのある、黒毛和牛100%使用。
厳選した牛肉を、信頼を置く取引先から仕入れ、熟成度合いを見極め、一つ一つ丁寧に
心を込めて作っております。
数量の限定は致しませんが、手作りのために、予定よりお時間いただく場合がございます。
焼く前日に冷蔵庫に入れておき、完全に解凍してから焼いてください。
最高の牛肉を使用している為、ポン酢に大根おろし、きざみ葱がおすすめ！

■出品者：肉のＡＢＣフーズ

■出品者：肉のＡＢＣフーズ
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■配送：冷凍、日指定、時間指定

■配送：冷凍、日指定、時間指定
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ホルモンホルモン焼き味噌味牛ホルモン幸福亭

■配送：冷凍

■出品者：

■商品番号：BH004-NT

■内容量:６００ｇ(４～５人前)

■消費期限:冷凍で６０日間

■配送：同上

■商品番号：BH005-NT

■内容量:1.2kg

■消費期限:同上

■出品者：

■配送：同上

■商品番号：BH006-NT

■内容量:1.8kg

■消費期限:同上

■出品者：

自家製西京味噌が自慢です。ホルモンは高級シマ腸を使用し、１０
０ｇずつ小分けしておりますので使い勝手抜群です。またご家庭で
も簡単に調理して頂けます様、カラーのレシピ付きです。こちらの
商品は某通販サイトにてホルモンランキング上位の商品ですので、
是非ご賞味下さいませ。実店舗で100,000食突破致しました。

寄附金額
30,000円

寄附金額
20,000円

寄附金額
10,000円
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もつ鍋もつ鍋セット白味噌人気味噌味ホルモン鍋セット
ホルモン鍋幸福亭【鶏まろ西京味噌もつ鍋セット】

■配送：同上

■出品者：

■商品番号：BH003-NT

■内容量:１．２ｋｇ(１０人前)

■消費期限:同上

■配送：同上

■出品者：

■商品番号：BH002-NT

■内容量:８００ｇ(６～８人前)

■消費期限:同上

■配送：冷凍

■出品者：

■商品番号：BH001-NT

■内容量:４００ｇ(３～４人前)

■消費期限:冷凍で６０日間

自家製スープが自慢のもつ鍋セット。濃縮スープになっておりますのでコン
パクトです。またモツは高級シマ腸を使用し、１００ｇずつ小分けしておりま
すので使い勝手抜群です。また、この商品は某通販サイトにおきましてもつ
鍋セットランキング上位常連の人気の高い商品になっておりますので是非
ご賞味下さいませ。自宅でも簡単にお店の味が再現出来ます様にカラーの
レシピを同梱させて頂いております。

寄附金額
30,000円

寄附金額
20,000円

寄附金額
10,000円
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もつ鍋もつ鍋セット白味噌人気味噌味ホルモン鍋セット
ホルモン鍋幸福亭 【辛まろ西京味噌もつ鍋セット】

■配送：冷凍

■出品者：

■商品番号：BH007-NT

■内容量:４００ｇ(３～４人前)

■消費期限:冷凍で６０日間

■配送：同上

■出品者：

■商品番号：BH008-NT

■内容量:８００ｇ(６～８人前)

■消費期限:同上

■配送：同上

■出品者：

■商品番号：BH009-NT

■内容量:１．２ｋｇ(１０人前)

■消費期限:同上

自家製スープが自慢のもつ鍋セット。濃縮スープになっておりますのでコ
ンパクトです。またモツは高級シマ腸を使用し、１００ｇずつ小分けしてお
りますので使い勝手抜群です。また、この商品は某通販サイトにおきまし
てもつ鍋セットランキング上位常連の人気の高い商品になっております
ので是非ご賞味下さいませ。自宅でも簡単にお店の味が再現出来ます
様にカラーのレシピを同梱させて頂いております。

寄附金額
10,000円

寄附金額
30,000円

寄附金額
20,000円
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■内容量:110g×3本

■消費期限：製造から1年

■配送時期：2月頃に搾りますので、2月
後半以降の発送になります。

■配送：常温配送

■商品番号：gra3

「親として子どもに安心して食べさせられる農産物」
殺虫剤・殺菌剤を使わず「親として子どもに安心して食べさせられる
農産物」を大事に、自家栽培のエゴマを丁寧に低温圧搾で生搾
りしています。
「丁寧に急がず確実に」を合言葉にエゴマが酸化しないように収穫
作業を行い、収穫したえごまは直ぐに風乾させて、酸化を防いでいます。
毎年クリアでナッツのような香りのエゴマ油を生産したいと精進しています。 過熱に弱いので
ぜひ生でお楽しみください。
ドレッシングはもちろん、ご飯に醤油とエゴマ油をかけて焼きのりをあぶってのせて海鮮風や、
お塩と混ぜてパンを浸してもいいですし、トマトソースにもよく合います。

舞鶴菓子・舞鶴茶った 14個入り

■内容量：菓子1個サイズ直径50ｍｍ
箱サイズ240×180×70

■消費期限：60日
■配送：常温
■出品者：ラ・クロシェット・ヒラノ
■商品番号：hirano-1

舞鶴の特産品「かぶせ茶」は鮮やかな色合いでまろ
やかな味わいが特徴。
丁寧に石臼引きにした抹茶を使用したダクワーズ。
メレンゲベースの生地にアーモンドと抹茶を合わせふ
んわり優しく焼き上げています。
コクのある抹茶のバタークリームをサンドしています。

えごま油 3本 無農薬 自家栽培
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舞鶴菓子・舞鶴あんぱん15個入り

■内容量
あんぱん1個サイズ直径50ｍｍ
箱サイズ240×180×70

■消費期限：10日

■配送：常温

■出品者：ラ・クロシェット・ヒラノ

舞鶴産「大納言」大阪屋こうじ店の「米糀」、もちろん小麦は国産。
やわらかに香る日本酒地酒「池雲」の風味を生地に閉じ込めて焼き上げ
ました。

■商品番号：AX003-NT

舞鶴菓子・まいづる煉瓦ラスク22枚入り

■内容量
菓子サイズ60×90
箱サイズ230×280×70

■消費期限： 60日

■配送：常温

■出品者：ラ・クロシェット・ヒラノ

ラスクにするためのオリジナルカステラをふんわり焼き上げ
じっくりとオーブンで焼き上げたさくさくとした触感のカステラ
ラスク、煉瓦に見立てて仕上げています。

■商品番号：AX002-NT

舞鶴菓子・まいづる煉瓦ラスク30枚入り

■内容量
菓子サイズ60×90
箱サイズ380×280×70

■消費期限：60日

■配送：常温

■出品者 ラ・クロシェット・ヒラノ

ラスクにするためのオリジナルカステラをふんわり
焼き上げじっくりとオーブンで焼き上げたさくさくとし
た触感のカステララスク、煉瓦に見立てて仕上げて
います。

■商品番号：AX010-NT
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丹波極上マドレーヌ5個入り
（黒豆3、大納言2）

■内容量
マドレーヌ1個サイズ直径100ｍｍ
箱サイズ260×180×65

■消費期限：30日

■配送：常温

■出品者
ラ・クロシェット・ヒラノ

京都丹波の黒豆がぎっしり、生地にはミネラル豊富な沖縄の塩「ぬちまーす」を使用し。甘い黒豆に若干塩味の
効いた黒豆マドレーヌと丹波大納言と和栗をやさしい和三盆で ふんわり焼き上げたマドレーヌの詰め合わせ。
丹波の極上素材を生かした贅沢なマドレーヌです。

舞鶴菓子セットＡ
（舞鶴茶った5個、
まいづる煉瓦ラスク6３枚、
丹波黒豆ぎっしりマドレーヌ1個、
丹波大納言マドレーヌ1個）

■内容量
舞鶴茶った1個サイズ直径50ｍｍ
煉瓦ラスク1枚サイズ90×60ｍｍ
マドレーヌ1個サイズ直径10ｍｍ

■消費期限：30～60日

■配送：常温
■出品者
ラ・クロシェット・ヒラノ

舞鶴のかぶせ茶を抹茶にしてメレンゲベースの生地と合わせふんわり優しく焼き上げた「舞鶴茶った」。
ラスクにするために焼き上げたカステラを煉瓦に見立ててスライスしじっくりと乾燥焼きしたサクサクの
カステララスク。
丹波の極上素材を生かした贅沢なマドレーヌ海塩ぬちーまーすが隠し味「丹波黒豆マドレーヌ」と三温糖の
優しい甘さ「丹波大納言マドレーヌ」。舞鶴銘菓4種の詰め合わせ。

■商品番号：AX004-NT

■商品番号：AX005-NT
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舞鶴菓子セットＢ（まいづる煉瓦ラスク10枚、舞鶴焼れんがＣＵＢＥオレンジ、
チョコ、紅茶の３コセット）

■内容量
煉瓦ラスク1枚サイズ90×60ｍｍ
焼れんがＣＵＢＥ１個サイズ50ｍｍ立法体
外箱サイズ330×240×110

■消費期限：60日

■配送：常温

■出品者： ラ・クロシェット・ヒラノ

■商品番号：AX006-NT

ラスクにするために焼き上げたカステラを煉瓦に見立てて
スライスしじっくりと乾燥焼きしたサクサクのカステララスク。
舞鶴の名所煉瓦倉庫群をイメージしたパッケージにオレンジ、
紅茶、チョコレートのしっとりとしたパウンドケーキがそれぞれ
入った「焼れんがCUBE」。舞鶴銘菓2種の詰め合わせ。

舞鶴菓子セットＣ
（舞鶴茶った7個、
舞鶴あんぱん5個）

■内容量
舞鶴茶った1個サイズ直径50ｍｍ
舞鶴あんぱん直径50ｍｍ
外箱サイズ240×180×70

■消費期限：10日～60日

■配送：常温

■出品者：ラ・クロシェット・ヒラノ

■商品番号：AX007-NT

舞鶴のかぶせ茶を抹茶にしてメレンゲベースの生地と合わせふんわり優しく焼き上げた「舞鶴
茶った」。舞鶴産「大納言」大阪屋こうじ店の「米糀」、もちろん小麦は国産。やわらかに香る日本酒
地酒「池雲」の風味を生地に閉じ込めて焼き上げた「舞鶴あんぱん」。舞鶴銘菓2種の詰め合わせ。
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舞鶴菓子セットＤ
（舞鶴茶った6個、
舞鶴焼れんがＣＵＢＥオレンジ、チョコ、
紅茶の３コセット）
■内容量
舞鶴茶った1個サイズ直径50ｍｍ
焼れんがＣＵＢＥ１個サイズ50ｍｍ立法体
外箱サイズ330×240×110

■消費期限： 60日

■配送：常温

■出品者：ラ・クロシェット・ヒラノ

舞鶴のかぶせ茶を抹茶にしてメレンゲベースの生地と合わせふんわり優しく焼き上げた「舞鶴茶った」。
舞鶴産「大納言」大阪屋こうじ店の「米糀」、もちろん小麦は国産。舞鶴の名所煉瓦倉庫群をイメージした
パッケージにオレンジ、紅茶、チョコレートのしっとりとしたパウンドケーキがそれぞれ入った「焼れんがCUBE」。
舞鶴銘菓2種の詰め合わせ。

舞鶴菓子セットＥ
（舞鶴茶った6個、舞鶴あんぱん5個、
まいづる煉瓦ラスク5枚、
丹波大納言マドレーヌ1個）

■内容量
舞鶴茶った1個サイズ直径50ｍｍ
舞鶴あんぱん直径50ｍｍ
煉瓦ラスク1枚サイズ90×60ｍｍ
マドレーヌ1個サイズ直径14ｍｍ
外箱サイズ260×280×68ｍｍ

■消費期限：10日～60日

■配送：常温

■出品者：ラ・クロシェット・ヒラノ

舞鶴のかぶせ茶を抹茶にしてメレンゲベースの生地と合わせふんわり優しく焼き上げた「舞鶴茶った」。
舞鶴産「大納言」大阪屋こうじ店の「米糀」、もちろん小麦は国産。やわらかに香る日本酒地酒「池雲」の
風味を生地に閉じ込めて焼き上げた「舞鶴あんぱん」。
ラスクにするために焼き上げたカステラを煉瓦に見立ててスライスしじっくりと乾燥焼きしたサクサクの
カステララスク。
丹波の極上素材を生かした贅沢なマドレーヌ三温糖の優しい甘さ「丹波大納言マドレーヌ」。
舞鶴銘菓4種の詰め合わせ。

■商品番号：AX008-NT

■商品番号：AX009-NT



舞鶴のかぶせ茶を抹茶にしてメレンゲベースの生地と合わせふ
んわり優しく焼き上げた「舞鶴茶った」。

舞鶴産「大納言」大阪屋こうじ店の「米糀」、もちろん小麦は国産。
やわらかに香る日本酒地酒「池雲」の風味を
生地に 閉じ込めて焼き上げた「舞鶴あんぱん」。

舞鶴の名所煉瓦倉庫群をイメージしたパッケージにオレンジ、
紅茶、チョコレートのしっとりとした
パウンドケーキがそれぞれ入った「焼れんがCUBE」。
舞鶴銘菓3種の詰め合わせ。
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舞鶴菓子セットＦ
（舞鶴茶った5個入、舞鶴あんぱん5個入、

舞鶴焼れんがＣＵＢＥオレンジ、チョコ、
紅茶の３コセット））

■内容量
舞鶴茶った1個サイズ直径50ｍｍ
舞鶴あんぱん直径50ｍｍ
焼れんがＣＵＢＥ１個サイズ50ｍｍ立法体
箱サイズ330×240×110

■消費期限：60日 ■配送：常温

■出品者： ラ・クロシェット・ヒラノ

■商品番号：AX011-NT

舞鶴菓子セットＧ
（舞鶴茶った5個入、まいづる煉瓦ラスク6枚入、
舞鶴あんぱん5個入、舞鶴焼れんがＣＵＢＥ
オレンジ、チョコ、紅茶の３コセット）
■内容量
舞鶴茶った1個サイズ直径50ｍｍ
煉瓦ラスク1枚サイズ90×60ｍｍ
あんぱん1個サイズ直径50ｍｍ
焼れんがＣＵＢＥ１個サイズ50ｍｍ立法体
外箱サイズ330×240×110

■消費期限
10日～60日

■配送：常温 ■出品者
ラ・クロシェット・ヒラノ

舞鶴のかぶせ茶を抹茶にしてメレンゲベースの生地と合わせふんわり優しく焼き上げた「舞鶴茶った」。
ラスクにするために焼き上げたカステラを煉瓦に見立ててスライスしじっくりと乾燥焼きしたサクサクのカステララスク。

舞鶴産「大納言」大阪屋こうじ店の「米糀」、もちろん小麦は国産。やわらかに香る日本酒地酒「池雲」の風味を生地
に閉じ込めて焼き上げた「舞鶴あんぱん」。

舞鶴の名所煉瓦倉庫群をイメージしたパッケージにオレンジ、紅茶、チョコレートのしっとりとしたパウンドケーキがそ
れぞれ入った「焼れんがCUBE」。
舞鶴銘菓4種の詰め合わせ。

■商品番号：AX012-NT
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舞鶴菓子セットＨ
（舞鶴茶った5個、
まいづる煉瓦ラスク5枚、
丹波黒豆ぎっしりマドレーヌ1個、
丹波大納言マドレーヌ1個
舞鶴焼れんがＣＵＢＥ
オレンジ、チョコ、紅茶の３コセット）

■内容量
舞鶴茶った1個サイズ直径50ｍｍ
煉瓦ラスク1枚サイズ90×60ｍｍ
マドレーヌ1個サイズ直径14ｍｍ
焼れんがＣＵＢＥ１個サイズ50ｍｍ立法体
外箱サイズ260×280×68
■消費期限：60日
■配送：常温
■出品者：ラ・クロシェット・ヒラノ
■商品番号：AX013-NT

舞鶴のかぶせ茶を抹茶にしてメレンゲベースの生地と合わせふんわり優しく焼き上げた「舞鶴
茶った」。

ラスクにするために焼き上げたカステラを煉瓦に見立ててスライスしじっくりと乾燥焼きしたサクサ
クのカステララスク。

丹波の極上素材を生かした贅沢なマドレーヌ海塩ぬちーまーすが隠し味「丹波黒豆マドレーヌ」と
三温糖の優しい甘さ「丹波大納言マドレーヌ」。

舞鶴の名所煉瓦倉庫群をイメージしたパッケージにオレンジ、紅茶、チョコレートのしっとりとしたパ
ウンドケーキがそれぞれ入った「焼れんがCUBE」。
舞鶴銘菓5種の詰め合わせ。

寄附金額
17,000円

舞鶴菓子セットＩ
（舞鶴茶った5個、舞鶴あんぱん6個、
丹波黒豆ぎっしりマドレーヌ2個、
丹波大納言マドレーヌ2個）

■内容量
舞鶴茶った1個サイズ直径50ｍｍ
舞鶴あんぱん直径50ｍｍ
マドレーヌ1個サイズ直径10ｍｍ
外箱サイズ260×280×68
■消費期限：10日～60日
■配送：常温
■出品者：ラ・クロシェット・ヒラノ
■商品番号：AX014-NT

舞鶴のかぶせ茶を抹茶にしてメレンゲベースの生地と合わせふんわり優しく焼き上げた「舞鶴茶った」。
舞鶴産「大納言」大阪屋こうじ店の「米糀」、もちろん小麦は国産。やわらかに香る日本酒地酒「池雲」
の風味を生地に閉じ込めて焼き上げた「舞鶴あんぱん」。
丹波の極上素材を生かした贅沢なマドレーヌ海塩ぬちーまーすが
隠し味「丹波黒豆マドレーヌ」と三温糖の優しい甘さ「丹波大納言
マドレーヌ」。
舞鶴銘菓4種の詰め合わせ。
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寄附金額
20,000円

舞鶴菓子セットＪ
（舞鶴茶った5個入、
舞鶴あんぱん5個入
まいづる煉瓦ラスク6枚入、
丹波黒豆ぎっしりマドレーヌ1個、
丹波大納言マドレーヌ1個
舞鶴焼れんがＣＵＢＥ
オレンジ、チョコ、紅茶の３コセット）

■内容量
舞鶴茶った1個サイズ直径50ｍｍ
あんぱん1個サイズ直径50ｍｍ
煉瓦ラスク1枚サイズ90×60ｍｍ
マドレーヌ1個サイズ直径10ｍｍ
焼れんがＣＵＢＥ１個サイズ50ｍｍ立法体
外箱サイズ330×240×110

■消費期限：10日～60日

■配送：常温

■出品者：ラ・クロシェット・ヒラノ

■商品番号：AX015-NT

舞鶴のかぶせ茶を抹茶にしてメレンゲベースの生地と合わせふんわり優しく焼き上げた「舞鶴茶った」。

舞鶴産「大納言」大阪屋こうじ店の「米糀」、もちろん小麦は国産。やわらかに香る日本酒地酒「池雲」の
風味を生地に閉じ込めて焼き上げた「舞鶴あんぱん」。

ラスクにするために焼き上げたカステラを煉瓦に見立ててスライスしじっくりと乾燥焼きしたサクサクのカ
ステララスク。

丹波の極上素材を生かした贅沢なマドレーヌ海塩ぬちーまーすが隠し味「丹波黒豆マドレーヌ」と三温糖
の優しい甘さ「丹波大納言マドレーヌ」。

舞鶴の名所煉瓦倉庫群をイメージしたパッケージにオレンジ、紅茶、チョコレートのしっとりとしたパウンド
ケーキがそれぞれ入った「焼れんがCUBE」。
舞鶴銘菓6種の詰め合わせ。
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老舗昆布問屋の作る「にしん昆布巻」

■内容量：３本入り×４袋

■消費期限：製造日より90日間

■配達：常温

■出品者：舞鶴崎田松蔵

■商品番号：saki2

その昔、田辺城の城下町、また北前船の寄港地
として商品流通の交易拠点となった西舞鶴竹屋
の昆布問屋崎田。初代、崎田松蔵が北海道から
昆布を始め海産乾物を運び、ここ舞鶴竹屋で創
業してからおよそ百年。代々受け継がれた確か
な目利きで取り揃えた日高昆布を使用し、丁寧に
作り上げた昆布巻です。

舞鶴産 煮干し

■内容量:280g入×4袋

■消費期限:製造日より120日間

■配送：常温

■出品者：舞鶴崎田松蔵

■商品番号：saki1

海の京都、舞鶴港で水揚げされた新鮮な原料を
使用。
煮干しは釜揚げと乾燥、そして選別で味や質が
変わります。作り手の熟練された技と感、確かな
目利きで仕上げた煮干しです。

※この商品は常温便での発送となります。お受け
取り後は冷暗所(冷蔵庫など)で保管してください。
※漁獲の都合により、急な在庫切れを起こす場
合がございます。その際はお届けにお日にちをい
ただく場合がございますがご了承くださいませ。
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生こうじの大阪屋の麹で作る絶品
手前味噌

■内容量
米麹 3kg
大豆 2kg
塩 1kg

■消費期限
完成後冷蔵保存で約2年

■配達：常温

■商品番号：BJ001-NT

■出品者：大阪屋こうじ店

大阪屋こうじ店謹製五色味噌セット
■内容量
京合わせ味噌 400g
麦田舎味噌 400g
赤五年味噌 400g
白甘味噌 400g
八丁合わせ味噌 400g

■消費期限
商品到着後要冷保存。最短で1年半

■配達：常温

※夏場はクール便で発送します。
※決済方法に郵便振替・納付書払いをご選択の場合、ご希望の到着日に間に合わない場合がございます。
その際は最短日時で発送いたします。

■出品者：大阪屋こうじ店

■商品番号：BJ002-NT

大豆2kgを柔らかく煮て、生麹3kg、塩1kgと混ぜるだけ。寝かせておくだけで、お味噌が勝手に美味しくなっ
てくれます。
1年熟成のお味噌が8kg出来上がります。完成後は冷蔵庫で2年保存可能。

昔ながらの伝統を守り、煉瓦室上蓋製麹法（れんがむろうわぶたせいきくほう）で、三日をかけて最高な状
態に作られた生こうじで仕込むお味噌は、発酵能力や風味が違います。
麹の割合も多いので旨味たっぷり！

※生麹のみ到着後冷蔵保存。1週間以内に仕込み、約1年で完成。
※完成後は、冷蔵保存で約2年ご賞味いただけます。

※決済方法に郵便振替・納付書払いをご選択の場合、ご希望の到着日に間に合わない場合がございます。
その際は最短日時で発送いたします。

生麹の力を最大限に引き出し、じっくり天然醸造させた5種類
の味の大阪屋謹製味噌のセットです。
京合わせ味噌：赤味噌と白味噌を合わせてありますのでど
のような具にも合います。塩分9％
麦田舎味噌：麦の香りや甘味が感じられる。塩分8.5％
赤五年味噌：5年熟成の芳醇な香り。塩分12.5％
白甘味噌：麹の香りと甘味が感じられ、少し甘め。塩分8％
八丁合わせ味噌：赤だし味噌と言われる豆味噌と白味噌の
合わせ味噌。塩分10％
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お酒

飲み比べセット JI-30
■内容量（純米吟醸池雲祝 、 純米酒池雲）

720ｍｌ2本入り

■消費期限：製造年月より約一年

■配達：常温、日指定、時間指定

■出品者：池田酒造

◆「純米吟醸池雲 祝」・・・京都府だけで栽培されて
いる酒米「祝（いわい）」を舞鶴の泉源寺で減農薬栽
培で作っていただきました。柔らかな口当たりと、辛口
に切れていく味わいを少し冷やしてお楽しみください。
◆「純米酒池雲」・・・京都府産の五百万石と舞鶴産
のコシヒカリを組み合わせた、飲み飽きしない穏やか
な味わいの純米酒です。冷から燗まで幅広くお楽しみ
いただけます。

飲み比べセット ＫＭ-30

■内容量（純米吟醸みなと舞鶴 、 純米寿ラベル）
720ｍｌ2本入り

■消費期限：製造年月より約一年

■出品者：池田酒造

◆「純米吟醸みなと舞鶴」・・・海の街、舞鶴をイ
メージしたブルーのボトルが鮮やかな純米吟醸酒。
刺身などにも合うすっきりとした辛口のお酒です。
◆「純米寿ラベル」・・・鯛をラベルの中央にあし
らった、まさにおめでたいお酒です。穏やかな旨味
とコクはどんな料理も合わせやすいです。

■商品番号：BB001-NT

■配達：常温、日指定、時間指定

■商品番号：BB002-NT
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飲み比べセット DG-50

■内容量 720ｍｌ3本入り
（純米酒池雲 、 純米大吟醸池雲 、 特選原酒）

■消費期限： 製造年月より約一年

■出品者：池田酒造

◆「純米酒池雲」・・・京都府産の五百万石と舞鶴産のコシ
ヒカリを組み合わせた、飲み飽きしない穏やかな味わいの
純米酒です。冷から燗まで幅広くお楽しみいただけます。
◆「純米大吟醸池雲」・・・池田酒造の最高級酒。山田錦
を低温でゆっくり発酵させて、静かに搾りました。何も加え
ない米だけの大吟醸です。フルーティーな甘みとすっきり
としたあと味を冷やしてお楽しみください。
◆「特選原酒」・・・搾ったお酒をそのまま瓶詰した原酒。
しっかりとした味わいは少し濃いめのお料理ともよく合いま

す。また氷を浮かべてロックでもお楽しみいただけます。

■配達：常温、日指定、時間指定

■商品番号：BB004-NT
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濁酒 善次郎（どぶろく でんじろ）

■配送：冷蔵

■出品者：

■商品番号：AP001-NT

■内容量:360ml（2合瓶）4本

■消費期限:瓶詰から1カ月

京都で生まれ、京都で育った、京都だけの酒造好適米「祝」を使った濁酒です。
米の生産からどぶろくの醸造まで自社で行っています。

※注文から約2週間で仕上げますので、発送までにお時間を頂きます。
※気候、温度、季節によって味が変わります。
※開封後は期限にかかわらず、お早目にお飲みください。

濁酒 善次郎（どぶろく でんじろ）と京都米サイダー

■配送：冷蔵

■出品者：

■商品番号：AP002-NT

■内容量
どぶろく360ml（2合瓶）３本、
京都米サイダー250ml2本

■消費期限
濁酒：瓶詰から1カ月、
サイダー：製造から1年

京都で生まれ、京都で育った、京都だけの酒造好適米「祝」を使った濁酒です。
米の生産からどぶろくの醸造まで自社で行っています。
同じく「祝」を使った米サイダーのセットです。

※注文から約2週間で仕上げますので、発送までにお時間を頂きます。
※気候、温度、季節によって味が変わります。
※開封後は期限にかかわらず、お早目にお飲みください。
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＜自然食材のワンコ＆ニャンコのご飯＞
イワシとやさいのコトコト煮＆鶏肉とお野
菜たっぷり豆乳鍋
■内容量
イワシとやさいのコトコト煮 1袋/130g×2ケ
鶏肉とお野菜たっぷり豆乳鍋 1袋/150g×2ケ
（合計4ケ）

■消費期限
未開封で半年間

■配達：常温

■商品番号：BF001-NT

■出品者：inumono係り ぱうず

【イワシとやさいのコトコト煮】

京都日本海舞鶴港で水揚げされた鰯と国産の小松菜を使用しています。昆布と干し椎茸で出
汁を取り、ほんの少しの生姜と擦りゴマを加えています。（ゴマはワンちゃん、ネコちゃんに与え
るのに消化吸収が良いとされている擦りゴマを使用）塩分は一切使用しておりません。鰯に含
まれるDHAやEPAは血液サラサラ、脳を活性化する働きもあるといわれているので高齢のワン
んちゃん、ネコちゃんにもとても良い食材です。

【鶏肉とお野菜たっぷり豆乳鍋】

鶏むね肉と数種類のお野菜、旨味を引き出すキノコ類や昆布を入れ、少し白濁したお出汁は無
調整豆乳を加えています。※低カロリーで良質なタンパク質である鶏むね肉は血液循環を良く
する作用もあり、鶏皮にはコラーゲンも多く含まれていて皮膚を強くしたり、骨、間接、血管強化
に役立ちます。

※開封されましたら早めにお与えください。

※特に幼犬、小型犬、高齢犬にお与えの場合は食べやすいサイズに細かくして
からお与え下さい。
※基本は、常温で宅急便コンパクトでの配送となります。
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手彫り印鑑
手彫り印鑑 象牙実印 男性用

■印章（直径16.5㎜×長さ60㎜）１本

■商品番号：AR001-NT

■出品者：榮明印房

最高の材質。耐久性や耐摩耗性が高く、手触りや押
印した時の鮮明さも優れ、ハンコに最適な材質です。
その為「ハンコの王様」と呼ばれています。
国家検定「一級印章彫刻技能士」の杉山欣也が、一
本一本真心こめて完全手彫りで彫刻いたします。
書体は２種類・ケースは４色の中からお選びいただ
けます。一週間以内に「印章御注文書」をお送りい
たします。
返信到着後、１０日間以内に彫刻し発送させて頂き
ます。特別国際種事業者Ｔ-5-26-00280

手彫り印鑑 象牙実印 女性用

■印章（直径15㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR002-NT

手彫り印鑑 象牙銀行印 男性用

■印章（直径13.5㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

手彫り印鑑 象牙銀行印 女性用

■内容量
印章（直径12㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR003-NT

■商品番号：AR004-NT
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手彫り印鑑 象牙実印銀行印 男性用

■印章（直径16.5㎜×長さ60㎜）１本
（直径13.5㎜×長さ60㎜）１本

■商品番号：AR005-NT

■出品者：榮明印房

最高の材質。耐久性や耐摩耗性が高く、手触りや
押印した時の鮮明さも優れ、ハンコに最適な材質です。
その為「ハンコの王様」と呼ばれています。
国家検定「一級印章彫刻技能士」の杉山欣也が、
一本一本真心こめて完全手彫りで彫刻いたします。
書体は２種類・ケースは４色の中からお選びいただけます。
一週間以内に「印章御注文書」をお送りいたします。
返信到着後、１０日間以内に彫刻し発送させて頂きます。
特別国際種事業者Ｔ-5-26-00280

手彫り印鑑 象牙実印銀行印 女性用
■印章（直径15㎜×長さ60㎜）１本

（直径12㎜×長さ60㎜）１本

手彫り印鑑 牛角実印 男性用
■印章（直径16.5㎜×長さ60㎜）１本

■商品番号：AR007-NT

■出品者：榮明印房

世界中に分布する陸牛の角で芯のある中心
部分は密度が高く反りや割れに強いです。
天然の牛角を使用している為、色合いは一本一本
異なりますのでご了承ください。
国家検定「一級印章彫刻技能士」の杉山欣也が
、一本一本真心こめて完全手彫りで彫刻いたします。
書体は２種類・ケースは４色の中からお選びいただけます。
一週間以内に「印章御注文書」をお送りいたします。
返信到着後、１０日間以内に彫刻し発送させて頂きます。

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR005-NT

手彫り印鑑 牛角実印 女性用
■印章（直径15㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR008-NT
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手彫り印鑑 牛角銀行印 男性用

■印章（直径13.5㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

世界中に分布する陸牛の角で芯のある中心部分は密度が高く反りや割れに強いです。天然の牛角を使用
している為、色合いは一本一本異なりますのでご了承ください。
国家検定「一級印章彫刻技能士」の杉山欣也が、一本一本真心こめて完全手彫りで彫刻いたします。
書体は２種類・ケースは４色の中からお選びいただけます。
一週間以内に「印章御注文書」をお送りいたします。 返信到着後、１０日間以内に彫刻し発送させて頂きます。

手彫り印鑑 牛角銀行印 女性用

■印章（直径12㎜×長さ60㎜）１本

手彫り印鑑 牛角実印銀行印 男性用
■印章（直径16.5㎜×長さ60㎜）１本

（直径13.5㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR009-NT

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR010-NT

■商品番号：AR011-NT

手彫り印鑑 牛角実印銀行印 女性用

■印章（直径15㎜×長さ60㎜）１本
（直径12㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR012-NT
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手彫り印鑑 黒水牛実印 男性用

■印章（直径16.5㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

アジアに生息する水牛の角で濡れたような漆黒の
光沢が特徴で芯のある中心部分が高級で材料に
適しています。
国家検定「一級印章彫刻技能士」の杉山欣也が、
一本一本真心こめて完全手彫りで彫刻いたします。
書体は２種類・ケースは４色の中からお選びいただけます。
一週間以内に「印章御注文書」をお送りいたします。
返信到着後、１０日間以内に彫刻し発送させて頂きます。

■内容量
印章（直径15㎜×長さ60㎜）１本

手彫り印鑑 黒水牛実印 女性用

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR013-NT

■商品番号：AR014-NT

手彫り印鑑 黒水牛銀行印 男性用

■印章（直径13.5㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

手彫り印鑑 黒水牛銀行印 女性用

■内容量
印章（直径12㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR015-NT

■商品番号：AR016-NT
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手彫り印鑑 黒水牛実印銀行印 男性用

■印章（直径16.5㎜×長さ60㎜）１本
（直径13.5㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

手彫り印鑑 黒水牛実印銀行印 女性用

■ 印章（直径16.5㎜×長さ60㎜）１本
（直径13.5㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR017-NT

■商品番号：AR018-NT

手彫り印鑑 柘実印 男性用

■印章（直径16.5㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

ツゲ科の低灌木の木材で、国産の国産の高品質の
物を使用しています。
国家検定「一級印章彫刻技能士」の杉山欣也が、
一本一本真心こめて完全手彫りで彫刻いたします。
書体は２種類・ケースは４色の中からお選びいただけます。
一週間以内に「印章御注文書」をお送りいたします。
返信到着後、１０日間以内に彫刻し発送させて頂きます。

手彫り印鑑 柘実印 女性用

■印章（直径15㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR019-NT

■商品番号：AR020-NT
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手彫り印鑑 柘銀行印 男性用

■印章（直径13.5㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

ツゲ科の低灌木の木材で、国産の国産の高品質
の物を使用しています。
国家検定「一級印章彫刻技能士」の杉山欣也が、
一本一本真心こめて完全手彫りで彫刻いたします。
書体は２種類・ケースは４色の中からお選びいただけます。
一週間以内に「印章御注文書」をお送りいたします。
返信到着後、１０日間以内に彫刻し発送させて頂きます。

■商品番号：AR021-NT

手彫り印鑑 柘銀行印 女性用

■印章（直径12㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR022-NT

手彫り印鑑 牛角カラーピンク

■印章（直径12㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

牛角の材料にカラーコーティングをしクリスタル
を埋め込んであります。
おしゃれ・かわいいだけでなく、永年使用が
可能なものです。
国家検定「一級印章彫刻技能士」の杉山欣也が、
一本一本真心こめて完全手彫りで彫刻いたします。
書体は２種類・ケースは４色の中からお選びいただけます。
一週間以内に「印章御注文書」をお送りいたします。
返信到着後、１０日間以内に彫刻し発送させて頂きます。

手彫り印鑑 牛角カラーブルー

■印章（直径12㎜×長さ60㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR023-NT

■商品番号：AR024-NT
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手彫り印鑑 あかちゃんはんこピンク

■印章（直径12㎜×長さ36㎜）１本

■出品者：榮明印房

黒水牛の材料を可愛く小さくしました。
でも実用性はあり、永年使用できます。
国家検定「一級印章彫刻技能士」の杉山欣也が、
一本一本真心こめて完全手彫りで彫刻いたします。
書体は２種類・ケースは４色の中からお選びいただけます。
一週間以内に「印章御注文書」をお送りいたします。
返信到着後、１０日間以内に彫刻し発送させて頂きます。

手彫り印鑑 あかちゃんはんこブルー

■印章（直径12㎜×長さ36㎜）１本

■出品者：榮明印房

■商品番号：AR025-NT

■商品番号：AR026-NT
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赤れんが印 舞BRICK

■容量

印面サイズ12ミリ角
長さ60ミリ
角印専用ケース
速乾朱肉
彫刻証明書
印マット付き、
化粧箱入り

■出品者

■商品番号：BA001-NT

日本遺産にも選ばれた舞鶴の「赤れんが倉庫」のレンガをモチーフに国
産の薩摩本柘植を加工しました。この印材に手書き、手仕上げにより職
人技を生かして世界に一つだけの「はんこ」に仕上げます。姓または名を
彫刻致します。最近では下の名を入れて銀行印としてお使いになる方が
多いようです。専用の注文書をお送りしますので書体（４種）やケースの
色（４種）をお選びください。本物の「はんこ」をお届けいたします。



ジェルトロンベビーまくら
【ドーナツタイプ】

■サイズ
幅25×奥行23×高さ3cm

■材質
カバー：綿70％／ポリエステル30%
中身：ジェルトロン／高通気フォーム

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

■商品番号：AL002-NT

ジェルトロンベビーまくら 【ビスケットタイプ】
■サイズ
幅37×奥行23×高さ4cm

■材質
カバー：綿70％／ポリエステル30%
中綿：ポリエステル
中身：ジェルトロン／高通気フォーム

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

■商品番号：AL004-NT

ジェルトロンベビーまくら
【ドーナツ＆ビスケット】

■サイズ
ドーナツ：幅25×奥行23×高さ3cm
ビスケット：幅37×奥行23×高さ4cm
贈答ケース入り：幅43×奥行27×高さ8cm

■材質
カバー：綿70％／ポリエステル30%
中綿：ポリエステル
中身：ジェルトロン／高通気フォーム

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

■商品番号：AL006-NT

ジェルトロン＆独自のドーナツ形状のジェルトロンベビーまくら。周囲のクッション部分にジェルトロンを使用し、まくらの中
央にくぼみをもたせています。不安定な赤ちゃんの頭部、首を包み込むように優しく支え、向き癖対策としてもおすすめで、
頭の形状を整えるのにも役立つまくらです。通気性に優れ、水洗いも可能なためダニの温床とならず衛生的。
使用目安：新生児～寝返りするまで

成長期の大切な眠りを快適に支えるジェルトロンベビーピロー「ビスケットタイプ」です。寝返りが始まった位からご使用
いただける大きさ、形状です。厚さ２cmの柔らかめのジェルトロンを使用し、まくらの中央底面フォームにくぼみをもたせ、
首から頭部を快適な寝姿勢で優しく支えます。またジェルトロンは通気性に優れ構造になっており、汗による蒸れ・不快感
を軽減し熱もこもりにくく夏場も快適に使用できます。汚れた場合はカバー、中身とも水洗いも可能なため衛生的です。
ジェルトロンはほこりが出る素材ではないので、ダニの温床とならず安心です
使用目安：寝返りが始まってから

ジェルトロン＆独自の形状のジェルトロンベビーまくら2種類の贈答用ケース入りセットです。生まれてすぐから寝返りする
ぐらいの時期までは「ドーナツタイプ」を使用。その後は「ビスケットタイプ」で幼稚園入園ぐらいまではご使用いただけます。
（個人差あり）出産のお祝いの贈り物としておすすめです 44

■配送：日指定、時間指定

■配送：日指定、時間指定

■配送：日指定、時間指定



ジェルトロンショルダーパッドＬブラック
■サイズ

W24(9)×L28×Ｈ1.5cm
※（）内は取り付け時のサイズ
対応ベルト幅：最大8.5cm

■材質
側地：ナイロン/ハイパロン・裏面滑り止め生地
中身：ジェルトロン

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ
（0773-75-8688）

■商品番号：AL001

ジェルトロントート用ショルダーパッド
■サイズ

W5×L14.3×H1.5cm
取り付け可能持ち手サイズ 丸型：1.2cmΦ/平型：2.5cm
取り付け可能ベルト幅：4cm

■材質
側地：本革（裏面滑り止め加工）
中身：ジェルトロン

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ
（0773-75-8688）

■商品番号：AL003

バッグ用ショルダーパッド。お手持ちのバッグのショルダーベルト部分に取り付けていただくだけで、バッグの重さや蒸れが軽減
されるジェルトロンショルダーパッド。すべり止め効果もあるため肩からのずれ落ちを防ぎ、バッグの使用感がアップします。ショ
ルダーパッドを使用することにょり、肩との接触面積を約２倍に増やし、平均加圧を約３分の１に減少いたします。さらに局部的な
痛みの原因ともなる最大加圧も半減。そのため荷物が軽く感じられます。さらに通気性も優れていることにより、快適なショル
ダーパッドといえます。

トートバッグ用ショルダーパッド。バッグから肩、腕にかかる重さ、衝撃、食い込みを軽減、滑り止め加工もあり、肩からのずれ落ち
を防ぎます。従来のジェルトロンショルダーバッドに比べ、コンパクトなデザインになり、また側地に本革を使用することにより、女
性用のバッグにも違和感なくご使用いただけます。ベルトはもちろん、持ち手に取り付けることも可能で、装着したままでバッグの
開閉が可能な仕様です。ビジネス～通勤、レジャーバッグ等様々なバックに装着可能で、バッグの使用感アップ、肩や腕への負担
を軽減し、バッグの重さ等でお悩みの女性におすすめしたい、新しいタイプのショルダーパッドです。
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■配送：日指定、時間指定

■配送：日指定、時間指定
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【５色から選択可能】ジェルトロンランドセル用ショルダーパッド

■出品者：

■商品番号：AL015a-NT-AL015e-NT

■配送：

■サイズ
17(6)×20.5×2cm（幅×長さ×厚さ）
※対応ベルト幅：最大5cm

■材質
表生地：ナイロン
裏生地：ポリエステル・コットン
滑り止め：ポリエステル／ポリウレタン

★レッド・ライトピンク・ライトブルー・ネイビー・ブラックの、５色からお
選びいただけます★

バッグの肩ベルト部分（左右）にこのパッドを装着することにより、バッ
グから肩にかかる重さ、衝撃等あらゆる負荷を軽減致します。パッド
中央部分のジェルトロンロゴには反射素材を使用しており、夜間の使
用中での視認性を高めました。大人用のリュックにも使用可能です。



ジェルトロンクッションシングルＳ

■商品番号：AL007-NT 

ジェルトロンクッションシングルS+3D
■サイズ
Ｗ38×Ｌ38×Ｈ6.5cm

■材質
カバー：ポリエステル（裏面滑り止）
中身：ジェルトロン／高密度フォーム

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

■商品番号：AL008-NT

■材質
カバー：ポリエステル（裏面滑り止）
中身：ジェルトロン

■サイズ
Ｗ38×Ｌ38×Ｈ3.5cm

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

厚さ3cmのジェルトロンを使った標準タイプ。硬さの異なる表裏をお好みで使い分けできます。
優れた体圧分散性と振動吸収力により、長時間のデスクワーク、ドライブ時などの疲れを軽
減。お尻に敷くだけでなく、腰や背当てとしてもお使いいただけます。

ジェルトロンブリーズクッション

■商品番号：AL005-NT

■材質
カバー：ポリエステル（裏面滑り止）
中身：ジェルトロン・高通気フォーム

■サイズ
Ｗ42×Ｌ42×Ｈ3.5cm

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

厚さ2.2cmの薄型ジェルトロンを、蒸れの発散性に優れた高通気フォームで挟んだ「快適三層構造」のクッション。オフィスチェアや
車のシート、背当て用としてもご使用いただけます。薄型で軽量なので、持ち運びにもおすすめです。

厚さ3cmのジェルトロンとお尻の形状に合わせた高密度3Dフォームを組み合わせたクッション。
前後のずれを軽減し、お尻の位置の安定性を高めます。カバー底面には滑り止め加工を施し、
カバー・中身ともに水洗いができるので衛生的です。
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■配送：日指定、時間指定

■配送：日指定、時間指定

■配送：日指定、時間指定



ジェルトロン ピロー・スーパーⅡα（アルファ）

■材質
カバー：綿70%／ポリエステル30％
中身：ジェルトロン／高通気フォーム／高密度フォーム

■サイズ
幅60×奥行32×高さ6.5～7.5cm

ジェルトロンピロー・スーパーLOW α（アルファ）
■サイズ
幅60×奥行32×高さ（中央部：4.5～5.5、左右部：4.5～7.5）

■材質
ポリエステル60％・再生繊維（テンセル(R)）35％・ポリウレタン5％
中身：ジェルトロン／高通気フォーム／高密度フォーム

■商品番号：AL018-NT

スーパーピローのLOW（低い）タイプです。まくら中央部が圧力吸収に優れたジェル2段構造に
なっており、どのような寝姿勢でも頭部を最適な形で支えるように柔軟に変形します。低めな
がらも快適な寝心地を実現したまくらです。頸椎から頭部にかけての皮膚・毛細血管の圧迫
を減らし、横向き時も耳、頬を優しく支えます。低めがお好みの方におすすめです。
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■商品番号：AL017-NT

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

■配送：日指定、時間指定

■配送：日指定、時間指定

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

まくら中央部が圧力吸収に優れたジェル2段構造になっており、どのような寝姿勢でも頭部を最適な形で支えるように
柔軟に変形します。頸椎から頭部にかけての皮膚・毛細血管の圧迫を減らし、横向き時も耳、頬を優しく支えます。首、
肩こり対策としてもおすすめです。通気性にすぐれ、ダニ、カビの温床にならず、汚れた場合でも洗うことが可能で衛
生的です。まくら中央内部のジェルパーツを氷まくら等と入れ替え快適ひんやり枕として使用も可能です。頭部への負
担を限りなく「ゼロ」に近づけたまくらです。



ジェルトロン ピロー・マイズα（アルファ）

■商品番号：AL019-NT

■材質
カバー：ポリエステル62％／ポリウレタン38％
中身：ジェルトロン／高通気フォーム／高密度フォーム

■サイズ
幅60×奥行33×

高さ（中央部5.5～7.5、左右部5.5～9.5cm)

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

ジェルトロントップマットレスGTP-S

■商品番号：AL012

■材質
カバー：ポリエステル
中身：ジェルトロン／高通気フォーム

■サイズ
Ｗ94×Ｌ191.5×Ｈ2.5cm

■出品者： 株式会社パシフィックウエーブ

今お使いのマットレスの上に敷くだけで、快適な寝心地
を演出するパッドです。厚さ2.2cmのジェルトロンにより、
体圧分散と通気性が格段にアップ。不要な寝返り（体
動）を減らし、1年を通して、サラッとした肌触りでお使い
いただけます。
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■配送：日指定、時間指定

■配送：日指定、時間指定

ジェルトロンピローの最新モデル「マイズα（アルファ）」。
伸縮性に非常に優れたカバー仕様を採用、高さも3段階の調節が可能。
新型三層一体成型された厚さ5.5cmジェルトロンを使用し、使用される方
の頭部ラインにフィットし快適な寝姿勢を生み出します。仰向き時の頭部
はもちろん横向き寝の時の耳、頬も優しく支えます。寝たきり状態の方の
頭部、耳の床ずれ防止用まくらとしておすすめです。まくら本体にウレタン
等を使用していないため、驚異の通気性を保ち、ダニ、カビの温床になら
ず、汚れた場合でも簡単に洗うことが可能で衛生的です。洗った場合にも
短時間で乾かすことが可能です。
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【受注生産品】
熟練職人が作る京の絞り真綿ふとん

■サイズ・材質
サイズ：150×200㎝
ふとん側：絹100％
（表：羽二重絞り（パープル）
裏：羽二重）
詰物：絹100％（真綿1.0㎏）
受注生産（約2ヵ月）

こちらの商品は、肌ふとんタイプです。

秋・冬には、毛布変わりに御使用頂け
ます。

■出品者：ふとん工房はせ川

■商品番号：AJ009-NT

全国有名百貨店に出展、ふとん工
房はせ川が仕立て上げる真綿ふ
とん。熟練の職人が一枚一枚心
を込めて作り上げた逸品です。

[真綿ふとんの特徴]
絹100％ですから、軽くて柔らかく、

身体の芯を温めます。特に冷え性
の方に最適です。

収納も薄くて、嵩が低く、スペース
を取りません。

部屋に風を通すだけで、日干しの
必要もなく、お手入れもラクラクで
す。

※受注生産の為、お届けまで約
2ヶ月程度のお時間をいただきま
す。



【受注生産品】熟練職人が作る京の絞り真綿ふとん（真綿1.0㎏）

■商品番号：AJ010-NT

■サイズ・材質
サイズ：150×200㎝
ふとん側：絹100％
（表：羽二重絞り（嵐山風景の絞り、グリーン） 、
裏：羽二重）
詰物：絹100％（真綿1.0㎏）
受注生産（約１ヵ月）

こちらの商品は、肌ふとんタイプです。
秋・冬には、毛布変わりに御使用頂けます。
※ご質問は、下記へお問い合わせください

■出品者： ふとん工房 はせ川

【受注生産品】熟練職人が作る真綿ふとん

■サイズ・材質
サイズ：150×200㎝
ふとん側：絹100％
（表：羽二重絞り（嵐山風景の絞り、グリーン） 、
裏：羽二重）
詰物：絹100％（真綿1.5㎏）
受注生産（約１ヵ月）
こちらの商品は、合ふとんタイプです。
普段使いに最適です。

■商品番号：AJ012-NT

■出品者： ふとん工房 はせ川
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※受注生産の為、お届けまで1ヶ月程度のお時間をいただきます。

【受注生産品】熟練職人が作る京の絞り真綿ふとん（真綿1.5㎏）

■サイズ・材質
サイズ：150×210㎝
ふとん側：綿100％（スーピマ綿無地 グレー）
詰物：絹100％（真綿1.0㎏）
受注生産（約１ヵ月）

こちらの商品は、肌ふとんタイプです。
サイズも市販のカバーが合うようにSLサイズに
しています。

秋・冬には、毛布変わりに御使用頂けます。

■出品者： ふとん工房 はせ川

■商品番号：AJ013-NT 

※受注生産の為、お届けまで1ヶ月程度のお時間をいただきます。

※受注生産の為、お届けまで1ヶ月程度のお時間をいただきます。



■商品番号：AJ014-NT

サイズ：100×200㎝
ふとん側：綿100％（綿サテン生地 ストライプ柄ベージュ）
詰物：綿100％（エジプト綿3.0㎏）
受注生産（約１ヵ月）

こちらの商品は、二枚敷用うすめの仕上げになります。

■出品者： ふとん工房 はせ川

熟練職人が作る真綿入り膝かけ

■サイズ・材質
サイズ：50×100㎝
生地：絹100％ （レッド）
詰物：絹100％（真綿100ｇ）
受注生産（約１ヵ月）

※ご質問は、下記へお問い合わせください

■商品番号：AJ011-NT

■出品者： ふとん工房 はせ川

全国有名百貨店に出展、ふとん工房はせ川が仕立て上げる天
然素材最高級の敷布団。熟練の職人が一枚一枚心を込めて
作り上げた逸品です。

[エジプト綿入り敷布団の特徴]
・エジプト綿１００％の敷布団は、一般の綿100％の敷布団の１/2
と言う 驚異的な軽さ。
・綿100％の敷布団の中で、群を抜く保温力。

それゆえ、軽くて上げ下ろしが楽です。

※受注生産の為、お届けまで1ヶ月程度のお時間をいただきます。

全国有名百貨店に出展、ふとん工房はせ川が仕立て上げる真綿入り膝掛。
熟練の職人が一枚一枚心を込めて作り上げた逸品です。

[真綿入り膝掛の特徴]
既存のウールの膝掛に比べ、絹100％ですから、軽くて柔らかく、身体の芯を
温めます。特に冷え性の方に最適です。

小さいので、持ち運びも楽。足元が冷えやすい仕事場や
デスクワーク時に膝にかけると気持ち良いですよ。

※受注生産の為、お届けまで1ヶ月程度のお時間をいただきます。

【受注生産品】熟練職人が作る天然素材最
高級の敷布団（エジプト綿3.0㎏）
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七宝かさね京琥珀の名刺ケース
■外形寸法：93×59×11mm
（名刺が約40枚入ります）

■：重量：約60g
■：材料：螺鈿、金箔、銀箔、色箔、etc

手作りのため微妙に個体差があります

■出品者：舞鶴巧芸

■商品番号：AM001-NT

義経千本桜

西陣帯等にも使用されている金箔、銀箔、螺鈿箔や各種色箔などをそれぞれの
図柄に応じて彩色・カットして幾重にも貼り重ね、精緻で優美な作品に仕上げます。
ひとつひとつの工程を手作業で行うため、
同じ作品でも場所や光の加減によって作品の表情が異なります。

浦島太郎

■商品番号：AM002-NT
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■商品番号：AM003-NT

五老ヶ岳

■配送：日指定、時間指定

海辺の京都 浮世絵コレクション

海辺の京都 浮世絵コレクション



■商品番号：AM004-NT

戦艦三笠

赤れんが倉庫

■商品番号：AM005-NT
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■商品番号：AM006-NT

三笠の錨

七宝かさね京琥珀の名刺ケース
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七宝かさね京琥珀の名刺ケース

■商品番号：AM007-NT

戦艦大和

イージス艦みょうこう175
■商品番号：AM008-NT

■商品番号：AM009-NT

イージス艦みょうこう175 黒
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七宝かさね京琥珀の名刺ケース

■商品番号：AM010-NT

イージス艦あたご177

■商品番号：AM011-NT

■商品番号：AM012-NT

護衛艦ひゅうが181 黒

イージス艦あたご177 黒
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七宝かさね京琥珀の名刺ケース

■商品番号：AM013-NT

ＪＭＳＤＦ

■商品番号：AM014-NT

■商品番号：AM018-NT

暫く

富嶽三十六景波裏
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七宝かさね京琥珀の名刺ケース

富嶽三十六景凱風快晴 ■商品番号：AM015-NT

風神雷神図屛風 ■商品番号：AM016-NT
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七宝かさね京琥珀の名刺ケース

護衛艦ひゅうが181

ミュシャ

■商品番号：AM017-NT

■商品番号：AM019-NT



和室菊水10名様ご宿泊券（最大10名様）

■商品番号：AK004-NT

■有効期間
発行日から１年間有効

■人数
最大10名様

■出品者： ホテル アマービレ舞鶴

ホテル アマービレ舞鶴

24畳和室（禁煙）に最大10名様お泊りいただけます。
東舞鶴では珍しく大浴場のあるホテルでございます。
舞鶴赤れんがパークへは徒歩7分、舞鶴引揚記念館へ
は車で20分と観光に便利です。
※10名様に満たない場合の差額のご返金はできません。
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シングル1名様ご宿泊券

スタンダードツイン2名様ご宿泊券

アマービレツイン2名様ご宿泊券

■商品番号：AL011

■有効期間
発行日から１年間有効

■出品者： ホテル アマービレ舞鶴

■商品番号：AK002-NT

■有効期間
発行日から１年間有効

■出品者： ホテル アマービレ舞鶴

■商品番号：AK001-NT

■有効期間
発行日から１年間有効

■出品者： ホテル アマービレ舞鶴

アマービレツイン2名様禁煙（朝食付】お泊りいただけ
ます。 アマービレで一番良いお部屋でごゆっくりお
休みくださいませ。東舞鶴では珍しく大浴場のあるホ
テルでございます。舞鶴赤れんがパークへは徒歩7分、
舞鶴引揚記念館へは車で20分と観光に便利です。

スタンダードツイン2名様（朝食付】お泊りいただけま
す。 オーシャンビューのお部屋で舞鶴湾が一望でき
ます。喫煙、禁煙お選びいただけます。東舞鶴では珍
しく大浴場のあるホテルでございます。舞鶴赤れんが
パークへは徒歩7分、舞鶴引揚記念館へは車で20分
と観光に便利です。

シングル1名様（朝食付）お泊りいただけます。 喫煙、
禁煙お選びいただけます。東舞鶴では珍しく大浴場
のあるホテルでございます。舞鶴赤れんがパークへ
は徒歩7分、舞鶴引揚記念館へは車で20分と観光に
便利です。
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■商品番号：AK003-NT
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京都舞鶴 【フレンチレストランほのぼの屋】ホテルおーべる
じゅ・ど・ぼの フランス料理のフルコース付き宿泊ペアチケット

■有効期限
なし

■出品者：京都舞鶴 ぷちフレンチ
ほのぼの屋

■商品番号：AN009-NT

オーシャンビューのお部屋で、日常を忘れ優雅な
ひと時をお過ごし下さい。

また夕食は、当ホテル自慢の本格的なフランス料
理のフルコースを舞鶴湾を眺めながら、ご堪能い
ただけます。
ご両親や大切な人への贈り物にもどうぞ。

★近くには赤レンガパーク、引き上げ記念館など舞
鶴の歴史を感じることができる施設がございます。

また、日本三景の一つである天橋立までは車で約
1時間です。海の京都をどうぞお楽しみください。
●ディナーコース(ワンドリンク付き)・朝食付き

●予約制になっておりますので、事前にご予約を
お願い致します。

※画像はイメージです。コース料理の詳細はご予
約の時にご確認ください。

京都舞鶴 【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(ランチ、ディナーどちらでもご利用いただけます)

■有効期限
なし

■出品者：京都舞鶴ぷちフレンチほのぼの屋

■商品番号：AN013-NT

舞鶴湾を眺めながら…本格的なフランス料理をお召し
上がりください。

チケットは、ランチ、ディナーどちらでもご利用頂けま
す。プレゼントにもどうぞ。ワンドリンク付き(アルコール
含む)

●予約制になっておりますので、事前にご予約をお願
い致します。

※画像はイメージです。コース料理の詳細はご予約の

時にご確認ください。

寄附金額
80,000円
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京都舞鶴 【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(ランチ、ディナーどちらでもご利用いただけます)

■有効期限
なし

■出品者：京都舞鶴ぷちフレンチ
ほのぼの屋

■商品番号
AN012-NT

舞鶴湾を眺めながら…本格的なフランス料理をお召し上がりください。
チケットは、ランチ、ディナーどちらでもご利用頂けます。プレゼントにもどうぞ。ワンドリンク付き(アル
コール含む)
●予約制になっておりますので、事前にご予約をお願い致します。
※画像はイメージです。コース料理の詳細はご予約の時にご確認ください。

京都舞鶴 【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(ランチ、ディナーどちらでもご利用いただけます)

京都舞鶴 【フレンチレストランほのぼの屋】 ふるさと納税限定
特別ランチコース ペアチケット

■有効期限
なし

■出品者：京都舞鶴 ぷちフレンチ
ほのぼの屋

■商品番号
AN011-NT

■有効期限
なし

■出品者：京都舞鶴 ぷちフレンチ
ほのぼの屋

■商品番号
AN010-NT 
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