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京都府　舞鶴市

京の絞り真綿ふとん斜線辻が花受注生産
掛け布団
1,000,000円 (1,000,000ポイント)
真綿布団京都舞鶴の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】hase5

マリさんの英会話カルタカルタの動画DV
D付
10,000円 (10,000ポイント)
幼児・小学生から遊んで学べる英語のカルタ【容
量】カルタ一式、英会話カルタの動画DVD
※1～5がありますが基本ランダムになります。（
難易度は全て同じです）
既にお持ちのNOがあるなどでご希望がある場合は

常温 日指定 時間指定

【管理番号】nana1

マリさんの英会話カルタカルタの動画DV
D付＃１
10,000円 (10,000ポイント)
幼児・小学生から遊んで学べる英語のカルタ【容
量】カルタ一式、英会話カルタの動画DVD
※1～5がありますが基本ランダムになります。（
難易度は全て同じです）
既にお持ちのNOがあるなどでご希望がある場合は

常温 日指定 時間指定

【管理番号】nana1-1

マリさんの英会話カルタカルタの動画DV
D付＃２
10,000円 (10,000ポイント)
幼児・小学生から遊んで学べる英語のカルタ【容
量】カルタ一式、英会話カルタの動画DVD
※1～5がありますが基本ランダムになります。（
難易度は全て同じです）
既にお持ちのNOがあるなどでご希望がある場合は

常温 日指定 時間指定

【管理番号】nana1-2

マリさんの英会話カルタカルタの動画DV
D付＃３
10,000円 (10,000ポイント)
幼児・小学生から遊んで学べる英語のカルタ【容
量】カルタ一式、英会話カルタの動画DVD
※1～5がありますが基本ランダムになります。（
難易度は全て同じです）
既にお持ちのNOがあるなどでご希望がある場合は

常温 日指定 時間指定

【管理番号】nana1-3

マリさんの英会話カルタカルタの動画DV
D付＃４
10,000円 (10,000ポイント)
幼児・小学生から遊んで学べる英語のカルタ【容
量】カルタ一式、英会話カルタの動画DVD
※1～5がありますが基本ランダムになります。（
難易度は全て同じです）
既にお持ちのNOがあるなどでご希望がある場合は

常温 日指定 時間指定

【管理番号】nana1-4

マリさんの英会話カルタカルタの動画DV
D付＃５
10,000円 (10,000ポイント)
幼児・小学生から遊んで学べる英語のカルタ【容
量】カルタ一式、英会話カルタの動画DVD
※1～5がありますが基本ランダムになります。（
難易度は全て同じです）
既にお持ちのNOがあるなどでご希望がある場合は

常温 日指定 時間指定

【管理番号】nana1-5

多肉植物エケベリアおまかせセット5種
類セット観葉植物
14,000円 (14,000ポイント)
見た目は個性的で可愛らしく、プクプクと色とり
どりな姿にハマってしまう人！【容量】多肉植物
エケベリア５種類（2号サイズ（6cm/1ポット））
※種類は選べません

常温 月指定 時間指定

【管理番号】ironikaru2

多肉植物エケベリアおまかせセット10種
類セット観葉植物
25,000円 (25,000ポイント)
見た目は個性的で可愛らしく、プクプクと色とり
どりな姿にハマってしまう人！【容量】多肉植物
エケベリア10種類（2号サイズ（6cm/1ポット））
※種類は選べません

常温 月指定 時間指定

【管理番号】ironikaru1
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京都府　舞鶴市

ふるさと納税限定京都丹後鉄道線路の輪
切り【限定５０個】【期間限定】
35,000円 (35,000ポイント)
社会福祉法人・丹後ちりめん織元、鉄道会社が協
力し作り上げました。【容量】線路の輪切り（約
1cm）、シリアルナンバー入り硬券風プレート、
みずなぎ学園特製ケース、丹菱丹後ちりめん台紙
（色は選べません）

常温 時間指定

【管理番号】willer1

ジェルトロンショルダーパッドＬブラッ
ク
11,000円 (11,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てカバントート用
【容量】ショルダーパッド1個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas7

愛するペットの写真をイラストにしませ
んか？ペットイラスト原画世界に1…
12,000円 (12,000ポイント)
写真をベースにわんちゃんやねこちゃんのイラス
トをお描きします。【容量】はがきサイズ原画１
枚

常温

【管理番号】meko1

ジェルトロントート用ショルダーパッド

15,000円 (15,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てカバントート用
【容量】ショルダーパッド1個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas1

ジェルトロントート用ショルダーパッド
※ネイビー
15,000円 (15,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てカバントート用
【容量】ショルダーパッド1個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas1_nv

ジェルトロントート用ショルダーパッド
※モカ
15,000円 (15,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てカバントート用
【容量】ショルダーパッド1個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas1_mo

ジェルトロントート用ショルダーパッド
※キャメル
15,000円 (15,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てカバントート用
【容量】ショルダーパッド1個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas1_ca

名刺ケースＪＭＳＤＦ七宝かさね京琥珀

15,000円 (15,000ポイント)
名刺入れ海上自衛隊のロゴをモチーフにしたカー
ドケース【容量】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

常温

【管理番号】maikou7

名刺ケースイージス艦みょうこう175黒
七宝かさね京琥珀
15,000円 (15,000ポイント)
名刺名刺入れ名刺入カードケース七宝自衛隊自衛
艦【容量】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

常温

【管理番号】maikou1
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京都府　舞鶴市

名刺ケース坂本龍馬ソーシャルディスタ
ンスver七宝かさね京琥珀
15,000円 (15,000ポイント)
名刺入れソーシャルディスタンスを謳った坂本龍
馬のケース【容量】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

常温

【管理番号】maikou9

名刺ケース織姫と彦星ソーシャルディス
タンスver七宝かさね京琥珀
15,000円 (15,000ポイント)
名刺入れソーシャルディスタンスを謳った織姫と
彦星のケース【容量】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

常温

【管理番号】maikou10

名刺ケース戦艦大和七宝かさね京琥珀

15,000円 (15,000ポイント)
名刺入れ戦艦大和のカードケース【容量】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

常温

【管理番号】maikou6

名刺ケース富嶽三十六景凱風快晴七宝か
さね京琥珀
15,000円 (15,000ポイント)
名刺入れ赤富士（富嶽三十六景凱風快晴）のカー
ドケース【容量】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

常温

【管理番号】maikou3

名刺ケース富嶽三十六景波裏七宝かさね
京琥珀
15,000円 (15,000ポイント)
名刺入れ神奈川沖波裏（富嶽三十六景波裏）のカ
ードケース【容量】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

常温

【管理番号】maikou4

名刺ケース風神雷神図屏風ソーシャルデ
ィスタンスver七宝かさね京琥珀
15,000円 (15,000ポイント)
名刺入れソーシャルディスタンスを謳った風神雷
神のケース【容量】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

常温

【管理番号】maikou8

名刺ケース風神雷神図屏風七宝かさね京
琥珀
15,000円 (15,000ポイント)
名刺入れ自衛艦明光を模したカードケース【容量
】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

常温

【管理番号】maikou2

ジェルトロンランドセル用ショルダーパ
ッド
19,000円 (19,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てリュックランド
セル【容量】ショルダーパッド１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas2

ジェルトロンランドセル用ショルダーパ
ッド※レッド
19,000円 (19,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てリュックランド
セル【容量】ショルダーパッド１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas2_re
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京都府　舞鶴市

ジェルトロンランドセル用ショルダーパ
ッド※ライトピンク
19,000円 (19,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てリュックランド
セル【容量】ショルダーパッド１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas2_pi

ジェルトロンランドセル用ショルダーパ
ッド※ライトブルー
19,000円 (19,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てリュックランド
セル【容量】ショルダーパッド１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas2_bl

ジェルトロンランドセル用ショルダーパ
ッド※ネイビー
19,000円 (19,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てリュックランド
セル【容量】ショルダーパッド１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas2_nv

ジェルトロンランドセル用ショルダーパ
ッド※ブラック
19,000円 (19,000ポイント)
GELTRONショルダーパッド肩当てリュックランド
セル【容量】ショルダーパッド１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas2_bk

ジェルトロンブリーズクッション

28,000円 (28,000ポイント)
GELTRONクッション快適丸洗いジェル日本製【容
量】ジェルトロンブリーズクッション１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas13

ジェルトロンクッションシングルＳ

44,000円 (44,000ポイント)
GELTRONクッション快適丸洗いジェル日本製【容
量】ジェルトロンクッションシングル１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas5

ジェルトロンクッションシングルS+3D

55,000円 (55,000ポイント)
GELTRONクッション快適丸洗いジェル日本製【容
量】ジェルトロンクッションシングルS+3D1個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas6

万願寺ENERGYTシャツオリジナルステッ
カー入り舞鶴万願寺tシャツメンズ…
15,000円 (15,000ポイント)
舞鶴を活性化させたい、そんな思いで世界に一つ
だけのＴシャツをつくりました【容量】万願寺EN
ERGYTシャツ１枚、オリジナルステッカー1枚

常温

【管理番号】ohana2

MAIZURUCRANE(鶴)Tシャツオリジナルス
テッカー入り舞鶴鶴tシャツメンズ…
15,000円 (15,000ポイント)
舞鶴を活性化させたい、そんな思いで世界に一つ
だけのＴシャツをつくりました【容量】万願寺EN
ERGYTシャツ１枚、オリジナルステッカー1枚

常温

【管理番号】ohana1
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京都府　舞鶴市

WhiteParkaWPT-shirt子どもサイズ130サ
イズ子供服オリジナルお絵描き
35,000円 (35,000ポイント)
お絵描きしたものがそのまま世界に一つだけのT
シャツになります。【容量】服：子どもサイズ（
130サイズ）1着

常温 時間指定

【管理番号】fukui1

SOLAMONAT(ソラモナ)スキッパーマキシ
ワンピースフリーサイズ丹後ちりめん
50,000円 (50,000ポイント)
伝統素材「丹後ちりめん」を現代版にアップデー
トしたロングワンピース【容量】スキッパーマキ
シワンピースsize：FREE１着（ポリエステル100%
）

常温 時間指定

【管理番号】woodyhouse1

WhiteParkaWPT-shirt子どもサイズ2着セ
ット130サイズ子供服オリジナルお…
50,000円 (50,000ポイント)
お絵描きしたものがそのまま世界に一つだけのT
シャツになります。【容量】服：子どもサイズ（
130サイズ）2着

常温 時間指定

【管理番号】fukui2

WhiteParkaWPT-shirtおとな＆子どもセ
ットLサイズ130サイズ子供服オリジ…
55,000円 (55,000ポイント)
お絵描きしたものがそのまま世界に一つだけのT
シャツになります。【容量】子どもサイズ（130
サイズ）1着、大人サイズ（Lサイズ）1着

常温 時間指定

【管理番号】fukui3

SOLAMONAT(ソラモナ)オールインワンMサ
イズ丹後ちりめん舞鶴市
58,000円 (58,000ポイント)
伝統素材「丹後ちりめん」を現代版にアップデー
トしたロングワンピース【容量】スキッパーマキ
シワンピースsize：M１着（ポリエステル100%）

常温 時間指定

【管理番号】woodyhouse2

日本遺産コラボEVISU#2000No.1TIGERPRE
SHRUNK舞鶴限定鎮守府デニムW27～…
158,000円 (158,000ポイント)
刺繍がかっこいい、エヴィスとコラボの鎮守府12
0周年記念デニム【容量】1本

常温 日指定 時間指定

【管理番号】mitoman1

日本遺産コラボEVISU#2000No.1TIGERPRE
SHRUNK舞鶴限定鎮守府デニムW27
158,000円 (158,000ポイント)
刺繍がかっこいい、エヴィスとコラボの鎮守府12
0周年記念デニム【容量】W27

常温 日指定 時間指定

【管理番号】mitoman1mitoman1-27

日本遺産コラボEVISU#2000No.1TIGERPRE
SHRUNK舞鶴限定鎮守府デニムW28
158,000円 (158,000ポイント)
刺繍がかっこいい、エヴィスとコラボの鎮守府12
0周年記念デニム【容量】W28

常温 日指定 時間指定

【管理番号】mitoman1mitoman1-28

日本遺産コラボEVISU#2000No.1TIGERPRE
SHRUNK舞鶴限定鎮守府デニムW29
158,000円 (158,000ポイント)
刺繍がかっこいい、エヴィスとコラボの鎮守府12
0周年記念デニム【容量】W29

常温 日指定 時間指定

【管理番号】mitoman1mitoman1-29
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京都府　舞鶴市

日本遺産コラボEVISU#2000No.1TIGERPRE
SHRUNK舞鶴限定鎮守府デニムW30
158,000円 (158,000ポイント)
刺繍がかっこいい、エヴィスとコラボの鎮守府12
0周年記念デニム【容量】W30

常温 日指定 時間指定

【管理番号】mitoman1mitoman1-30

日本遺産コラボEVISU#2000No.1TIGERPRE
SHRUNK舞鶴限定鎮守府デニム大き…
167,000円 (167,000ポイント)
刺繍がかっこいい、エヴィスとコラボの鎮守府12
0周年記念デニム【容量】1本

常温 日指定 時間指定

【管理番号】mitoman2

日本遺産コラボEVISU#2000No.1TIGERPRE
SHRUNK舞鶴限定鎮守府デニムW40
167,000円 (167,000ポイント)
刺繍がかっこいい、エヴィスとコラボの鎮守府12
0周年記念デニム【容量】W40

常温 日指定 時間指定

【管理番号】mitoman2mitoman1-40

手彫り印鑑柘銀行印小さめ12mm

24,000円 (24,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径12mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei7-1

手彫り印鑑柘銀行印標準13.5mm

30,000円 (30,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径13.5mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei7-2

手彫り印鑑柘銀行印大きめ15mm

37,000円 (37,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei7-3

手彫り印鑑あかちゃんハンコ銀行印黒水
牛12mm
45,000円 (45,000ポイント)
はんこ出産祝いに長く使える印鑑を【容量】印章
（直径12mm×長さ36mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei3-1

手彫り印鑑あかちゃんハンコ銀行印黒水
牛12mm＃ピンク
45,000円 (45,000ポイント)
はんこ出産祝いに長く使える印鑑を【容量】印章
（直径12mm×長さ36mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei3-1pi

手彫り印鑑あかちゃんハンコ銀行印黒水
牛12mm＃ブルー
45,000円 (45,000ポイント)
はんこ出産祝いに長く使える印鑑を【容量】印章
（直径12mm×長さ36mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei3-1bl
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京都府　舞鶴市

手彫り印鑑黒水牛銀行印小12mm

46,000円 (46,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径12mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei9-1

手彫り印鑑牛角柄付銀行印小12mm

55,000円 (55,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径12mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei11-1

手彫り印鑑黒水牛銀行印標準13.5mm

55,000円 (55,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径13.5mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei9-2

手彫り印鑑柘実印小さめ15mm

59,000円 (59,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei8-1

手彫り印鑑牛角純白銀行印小12mm

62,000円 (62,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径12mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei11-4

手彫り印鑑牛角柄付銀行印標準13.5mm

63,000円 (63,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径13.5mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei11-2

手彫り印鑑結寿の木銀行印小12mm御祝い
ギフトプレゼント
66,000円 (66,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径12mm長さ60mm）1本、ケ
ース付

常温

【管理番号】yusu-gi-12

手彫り印鑑黒水牛銀行印大15mm

66,000円 (66,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei9-3

柘植印鑑赤れんが印舞BRICK

66,000円 (66,000ポイント)
はんこ判子赤レンガをモチーフに職人が印章を作
ります【容量】印章（直径12mm長さ60mm）１本、
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

常温 時間指定

【管理番号】ootuki1



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

手彫り印鑑牛角純白銀行印標準13.5mm

74,000円 (74,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径13.5mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei11-5

手彫り印鑑あかちゃんハンコ銀行印牛角
ピンクブルー12mm
75,000円 (75,000ポイント)
はんこ出産祝いに長く使える印鑑を【容量】印章
（直径12mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei4-1

手彫り印鑑あかちゃんハンコ銀行印牛角
ピンクブルー12mm＃ブルー
75,000円 (75,000ポイント)
はんこ出産祝いに長く使える印鑑を【容量】印章
（直径12mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei4-1bl

手彫り印鑑あかちゃんハンコ銀行印牛角
ピンクブルー12mm＃ピンク
75,000円 (75,000ポイント)
はんこ出産祝いに長く使える印鑑を【容量】印章
（直径12mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei4-1pi

手彫り印鑑牛角柄付銀行印大15mm

77,000円 (77,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei11-3

手彫り印鑑柘実印標準16.5mm

77,000円 (77,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径16.5mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei8-2

手彫り印鑑結寿の木銀行印中13.5mm御祝
いギフトプレゼント
81,000円 (81,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径13.5mm長さ60mm）1本、
ケース付

常温

【管理番号】yusu-gi-13

手彫り印鑑黒水牛実印小15mm

86,000円 (86,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei10-1

手彫り印鑑牛角純白銀行印大15mm

92,000円 (92,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm長さ60mm）１本、ケース付、ケース付

常温

【管理番号】ei11-6
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京都府　舞鶴市

手彫り印鑑結寿の木銀行印大15mm御祝い
ギフトプレゼント
92,000円 (92,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径15mm長さ60mm）1本、ケ
ース付

常温

【管理番号】yusu-gi-15

手彫り印鑑柘実印大きめ18mm

96,000円 (96,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径18mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei8-3

手彫り印鑑黒水牛実印標準16.5mm

105,000円 (105,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径16.5mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei10-2

手彫り印鑑牛角柄付実印小15mm

110,000円 (110,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei12-1

手彫り印鑑黒水牛実印銀行印セット小2
本15mm12mm
120,000円 (120,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm×長さ60mm）1本（直径12mm×長さ60mm
）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei5-1

手彫り印鑑牛角純白実印小15mm

124,000円 (124,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei12-4

手彫り印鑑黒水牛実印大18mm

124,000円 (124,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径18mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei10-3

手彫り印鑑結寿の木実印小15mm御祝いギ
フトプレゼント
129,000円 (129,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径15mm長さ60mm）1本、ケ
ース付

常温

【管理番号】yusu-ji-15

手彫り印鑑象牙銀行印小さめ12mm

130,000円 (130,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径12mm×長さ36mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】zou-1
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京都府　舞鶴市

手彫り印鑑牛角柄付実印標準16.5mm

132,000円 (132,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径16.5mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei12-2

手彫り印鑑結寿の木実印中16.5mm御祝い
ギフトプレゼント
140,000円 (140,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径16.5mm長さ60mm）1本、
ケース付

常温

【管理番号】yusu-ji-16

手彫り印鑑黒水牛実印銀行印セット標準
2本16.5mm13.5mm
140,000円 (140,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径16.5mm×長さ60mm）1本（直径13.5mm×長さ6
0mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei5-2

手彫り印鑑牛角純白実印標準16.5mm

147,000円 (147,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径16.5mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei12-5

手彫り印鑑牛角柄付実印大18mm

147,000円 (147,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径18mm長さ60mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei12-3

手彫り印鑑象牙銀行印標準13.5mm

150,000円 (150,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径13.5mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】zou-2

手彫り印鑑結寿の木実印大18mm御祝いギ
フトプレゼント
154,000円 (154,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径18mm長さ60mm）1本、ケ
ース付

常温

【管理番号】yusu-ji-18

手彫り印鑑牛角柄付実印銀行印セット小
2本15mm12mm
163,000円 (163,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm×長さ60mm）1本（直径12mm×長さ60mm
）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei6-1

手彫り印鑑牛角純白実印大18mm

170,000円 (170,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径18mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei12-6
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京都府　舞鶴市

手彫り印鑑象牙銀行印大きめ15mm

170,000円 (170,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径15mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】zou-3

手彫り印鑑黒水牛実印銀行印セット大2
本18mm15mm
183,000円 (183,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径18mm×長さ60mm）1本（直径15mm×長さ60mm
）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei5-3

手彫り印鑑黒水牛実印夫婦セット16.5mm
15mm2本
183,000円 (183,000ポイント)
はんこ印鑑夫婦で使える２個セット【容量】印章
（直径16.5mm×長さ60mm）1本（直径15mm×長さ6
0mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei1

手彫り印鑑牛角純白実印銀行印セット小
2本15mm12mm
184,000円 (184,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径15mm×長さ60mm）1本（直径12mm×長さ60mm
）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei6-4

手彫り印鑑結寿の木実印と銀行印セット
小15mm12mm
184,000円 (184,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径15mm長さ60mm）1本、印
章（直径12mm長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】yusu-set-1

手彫り印鑑牛角柄付実印銀行印セット標
準2本16.5mm13.5mm
193,000円 (193,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径16.5mm×長さ60mm）1本（直径13.5mm×長さ6
0mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei6-2

手彫り印鑑結寿の木実印と銀行印セット
中16.5mm13.5mm
209,000円 (209,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径16.5mm長さ60mm）1本、
印章（直径13.5mm長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】yusu-set-2

手彫り印鑑法人印認印と角印2本セット

210,000円 (210,000ポイント)
法人を設立すのに必要な印章（丸印と角印）のセ
ットです。【容量】実印・銀行印兼用（直径18mm
長さ60mm）1本、法人認印（24mm角長さ60mm）1本
それぞれ黒色のケース、2本まとめて入るケース
付き

常温

【管理番号】ei-hou-2

手彫り印鑑牛角柄付実印銀行印セット大
2本18mm15mm
216,000円 (216,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径18mm×長さ60mm）1本（直径18mm×長さ60mm
）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei6-3
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京都府　舞鶴市

手彫り印鑑牛角純白実印銀行印セット標
準2本16.5mm13.5mm
217,000円 (217,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径16.5mm長さ60mm）１本、（直径13.5mm長さ60
mm）１本、ケース付

常温

【管理番号】ei6-5

手彫り印鑑象牙実印小さめ15mm

220,000円 (220,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径15mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】zou-4

手彫り印鑑牛角(柄付)実印夫婦セット16
.5mm15mm
233,000円 (233,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径16.5mm×長さ60mm）1本（直径15mm×長さ60m
m）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei2-1

手彫り印鑑結寿の木実印と銀行印セット
大18mm15mm
235,000円 (235,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径18mm長さ60mm）1本、印
章（直径15mm長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】yusu-set-3

手彫り印鑑牛角純白実印銀行印セット大
2本18mm15mm
250,000円 (250,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章【容量】印章（
直径18mm長さ60mm）１本、（直径15mm長さ60mm）
１本、ケース付

常温

【管理番号】ei6-6

手彫り印鑑結寿の木夫婦実印セット中16
.5mm15mm
257,000円 (257,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径16.5mm長さ60mm）1本、
印章（直径15mm長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】yusu-set-4

手彫り印鑑牛角純白実印夫婦セット2本1
6.5mm15mm
260,000円 (260,000ポイント)
はんこ印鑑夫婦で使える２個セット【容量】印章
（直径16.5mm×長さ60mm）1本（直径15mm×長さ6
0mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】ei2-2

手彫り印鑑象牙実印標準16.5mm

260,000円 (260,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径16.5mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】zou-5

手彫り印鑑結寿の木夫婦実印セット大18
mm16.5mm
275,000円 (275,000ポイント)
はんこ印鑑職人が手彫りする印章出産祝成人祝卒
業祝【容量】印章（直径18mm長さ60mm）1本、印
章（直径16.5mm長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】yusu-set-5
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手彫り印鑑象牙実印大きめ18mm

300,000円 (300,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径18mm×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】zou-6

手彫り印鑑法人印認印と角印3本セット

300,000円 (300,000ポイント)
法人を設立すのに必要な印章（丸印と角印）のセ
ットです。【容量】実印・銀行印（直径18mm長さ
60mm）各１本、法人認印（24mm角長さ60mm）1本
それぞれ黒色のケース、3本まとめて入るケース
付き

常温

【管理番号】ei-hou-1

手彫り印鑑象牙実印・銀行印セット小さ
め12mm15mm
350,000円 (350,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径12mm×長さ36mm）1本、（直径15mm
×長さ36mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】zou-7

手彫り印鑑象牙実印・銀行印セット標準
13.5mm16.5mm
400,000円 (400,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径13.5mm×長さ60mm）1本、（直径16.
5mm×長さ60mm）、ケース付

常温

【管理番号】zou-8

手彫り印鑑象牙実印・銀行印セット大き
め15mm18mm
440,000円 (440,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径15mm×長さ60mm）1本、（直径18mm
×長さ60mm）、ケース付

常温

【管理番号】zou-9

手彫り印鑑象牙実印夫婦セット標準15mm
16.5mm
470,000円 (470,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径15mm×長さ60mm）1本、（直径16.5m
m×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】zou-10

手彫り印鑑象牙実印夫婦セット大きめ16
.5mm18mm
540,000円 (540,000ポイント)
職人の完全手彫り、世界に一つだけの印鑑【容量
】印章（直径16.5mm×長さ60mm）1本、（直径18m
m×長さ60mm）1本、ケース付

常温

【管理番号】zou-11

ちょっと一息、Pole２AssortBoxお菓子
雑貨詰め合わせセット
12,000円 (12,000ポイント)
お菓子、ポーチ、ポチ袋などの雑貨が入ったアソ
ートボックス【容量】●紅茶レモンパウンドケー
キ2個●点字ポチ袋（大）2枚
●塩キャラメルパウンドケーキ2個●点字ポチ袋
（小）2枚

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pole1-1

【訳あり】フリーラック日本製木製収納
棚
12,000円 (12,000ポイント)
テレビ台、AVボード、収納ラックとしてリビング
やキッチンに使えるフリーラック【容量】説明書
、横板2枚、縦板3枚、ボンド、木ダボ12個、補強
金具4枚、補強金具用ビス20個
※梱包の両端に薄い板が1枚づつ入っていますが

常温 日指定 時間指定

【管理番号】fujimoku1-1
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ハンティングチェア木と革アウトドア収
納バッグ付インテリア家具
85,000円 (85,000ポイント)
キャンプやBBQ、アウトドアにレザーと木製の折
りたたみチェア【容量】ハンティングチェア（折
り畳み）1脚、収納バッグ付き

常温 時間指定

【管理番号】nakanishi1-1

ジェルトロントップマットレスGTP-S

255,000円 (255,000ポイント)
GELTRON丸洗いでき、床ずれ防止で介護用にも最
適なマットレス【容量】トップマットレスGTP-
S１個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】pas9

ジェルトロンエクシードマットレスシン
グルH150タイプ
420,000円 (420,000ポイント)
GELTRON丸洗いでき、床ずれ防止で介護用にも最
適です【容量】ジェルトロンエクシードマットレ
スシングルH150タイプ１個

常温 時間指定

【管理番号】pas4

スーパーエクシード（2レイヤー）マッ
トレスシングルH150タイプ
605,000円 (605,000ポイント)
GELTRON丸洗いでき、床ずれ防止で介護用にも最
適なオーダーメイドマットレス【容量】スーパー
エクシード（2レイヤー）マットレスシングルH15
0

常温 時間指定

【管理番号】pas8
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