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愛知県 名古屋市

愛知県特産品詰め合わせ

33,000円

絹姫サーモン450g・鶉１羽・豊
橋牛ランプ130g

【管理番号】FY001

失敗しないステーキ3人前

7,000円

180ｇ×3個

【管理番号】HX001

【ビールがすすむ】牛すじどて
煮1袋200g×6袋

10,000円

1袋200g×6袋

【管理番号】BR157

【ビールがすすむ】牛すじどて
煮1袋200g×8袋

13,000円

1袋200g×8袋

【管理番号】BR158

黒毛和牛100%ハンバーグ【160g
×4個】

16,000円

・ハンバーグ（160g×4個）
・おろしソース4袋

【管理番号】AW001

黒毛和牛100%ハンバーグ【160g
×5個】

20,000円

・ハンバーグ（160g×5個）
・おろしソース5袋

【管理番号】AW002

黒毛和牛100%ハンバーグ【160g
×6個】

22,000円

・ハンバーグ（160g×6個）
・おろしソース6袋

【管理番号】AW003

最高等級A5ランク松阪牛ヒレ肉
のどて煮

51,000円

最高等級Ａ５ランク松阪牛ヒレ
肉のどて煮
（100g×4）

【管理番号】AF001

チャイニーズダイニング呵呵名
物豚の角煮（醤油味）4パック入
り

14,000円

豚の角煮（醤油味）200ｇ×4パ
ック

【管理番号】EM002

チャイニーズダイニング呵呵名
物豚の角煮（醤油）2パック、（
カレー）2パック

15,000円

豚の角煮（醤油味）200ｇ×2パ
ック
豚の角煮（カレー）300ｇ×2パ
ック

【管理番号】EM006

チャイニーズダイニング呵呵名
物豚の角煮（醤油）2パック、（
香醋）2パック

15,000円

豚の角煮（醤油味）200ｇ×2パ
ック
豚の角煮（香醋）200ｇ×2パッ
ク

【管理番号】EM005

チャイニーズダイニング呵呵名
物豚の角煮（香醋）2パック、（
カレー）2パック

16,000円

豚の角煮（香醋）200ｇ×2パッ
ク
豚の角煮（カレー）300ｇ×2パ
ック

【管理番号】EM001
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愛知県　名古屋市

チャイニーズダイニング呵呵名
物豚の角煮（香醋）4パック入り

16,000円

豚の角煮（香醋）200ｇ×4パッ
ク

【管理番号】EM003

チャイニーズダイニング呵呵名
物豚の角煮（カレー）4パック入
り

16,000円

豚の角煮（カレー）300ｇ×4パ
ック

【管理番号】EM004

ビールが進む、本場手羽先唐揚
げ甘口真空冷凍1袋5本入り×3袋

5,000円

1袋5本入り×3袋

【管理番号】BR147

ビールが進む、本場手羽先唐揚
げ普通真空冷凍1袋5本入り×3袋

5,000円

1袋5本入り×3袋

【管理番号】BR148

風来坊元祖手羽先唐揚と２種の
手羽先食べ比べセット

10,000円

元祖手羽先唐揚10本×1
手羽先味噌煮5本×1
手羽先塩焼き5本×1

【管理番号】EE002

【本場】手羽先唐揚げ甘口真空
冷凍1袋5本入り×6袋

10,000円

1袋5本入り×6袋

【管理番号】BR149

【本場】手羽先唐揚げ普通真空
冷凍1袋5本入り×6袋

10,000円

1袋5本入り×6袋

【管理番号】BR150

純系名古屋コーチン焼き鳥セッ
ト

10,000円

純系名古屋コーチン正肉（モモ
・ムネ）35g×5本、純系名古屋
コーチンつくね串40g×5本、純
系名古屋コーチン皮串35g×5本

【管理番号】FP002

名古屋コーチン完熟鶏®焼鳥セッ
ト

10,000円

モモ串4本、ムネ串4本、名古屋
コーチン入りウィンナー串4本
、つくねウインナー串4本、焼
鳥のたれ60g、特製うま塩10g

【管理番号】BZ002

名古屋名物！風来坊元祖手羽先
唐揚30本

11,000円

元祖手羽先唐揚10本×３

【管理番号】EE001

【三河鶏5種×2（たれ・塩）】
セット

11,000円

串×10本

【管理番号】DN005

【三河鶏うなじ5本×2（たれ・
塩）】セット

11,000円

串×10本

【管理番号】DN006
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愛知県　名古屋市

風来坊元祖手羽先唐揚と秘伝の
たれ鶏モモ唐揚

12,000円

元祖手羽先唐揚10本×2
秘伝のたれ鶏モモ唐揚10個×1

【管理番号】EE003

【本場】手羽先唐揚げ甘口真空
冷凍1袋5本入り×8袋

13,000円

1袋5本入り×8袋

【管理番号】BR151

【本場】手羽先唐揚げ普通真空
冷凍1袋5本入り×8袋

13,000円

1袋5本入り×8袋

【管理番号】BR152

【本場】手羽先唐揚げ真空冷凍1
袋5本入り甘口4袋・普通4袋8袋
セット

13,000円

甘口５本入り×4袋、普通５本
入り×4袋

【管理番号】BR155

李さんの台湾唐揚げ用セット

13,000円

・下味付き鶏もも肉（400g×3
）
・特製唐揚げ粉（300g）
・李さんの台湾塩・コショウ（
40g）

【管理番号】GG020

【三河鶏5種×2（たれ・塩+調味
料付）】セット

14,000円

串×10本、調味料6種

【管理番号】DN003

風来坊元祖手羽先唐揚と名物い
ろいろセット

15,000円

元祖手羽先唐揚10本×1
手羽元唐揚10本×１
もも焼1本×１
秘伝のたれ鶏モモ唐揚10個×1

【管理番号】EE005

風来坊元祖手羽先唐揚と新味お
試しセット

15,000円

元祖手羽先唐揚10本×2
手羽先味噌煮5本×1
手羽先醤油煮5本×１
手羽先塩焼き5本×1

【管理番号】EE006

【三河鶏うなじ5本×2（たれ・
塩+調味料付）】セット

15,000円

串×10本、調味料6種

【管理番号】DN004

風来坊元祖手羽先唐揚と手羽元
唐揚セット

17,000円

元祖手羽先唐揚10本×2
手羽元唐揚10本×2

【管理番号】EE004

名古屋コーチン完熟鶏®鶏鍋ふる
さとセット

18,000円

モモ200g、ムネ200g、名古屋コ
ーチン入りつくね6ヶ、塩ポン
酢360ml、鍋つゆ30g×2

【管理番号】BZ001

風来坊鶏総菜バラエティセット

20,000円

元祖手羽先唐揚10本×1
手羽先味噌煮5本×1
手羽先醤油煮5本×１
手羽先塩焼き5本×1
秘伝のたれ鶏モモ唐揚10個×1

【管理番号】EE008
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愛知県　名古屋市

【本場】手羽先唐揚げ甘口真空
冷凍1袋5本入り×12袋

20,000円

1袋5本入り×12袋

【管理番号】BR153

【本場】手羽先唐揚げ普通真空
冷凍1袋5本入り×12袋

20,000円

1袋5本入り×12袋

【管理番号】BR154

【本場】手羽先唐揚げ真空冷凍1
袋5本入り甘口6袋・普通6袋12袋
セット

20,000円

甘口５本入り×6袋、普通５本
入り×6袋

【管理番号】BR156

名古屋名物！風来坊元祖手羽先
唐揚60本

22,000円

元祖手羽先唐揚10本×6

【管理番号】EE007

【三河鶏5種×2（たれ・塩+調味
料付）】+【しげオリジナル家庭
用焼台】セット

25,000円

串×10本、調味料6種、焼台1台

【管理番号】DN001

【三河鶏うなじ5本×2（たれ・
塩+調味料付）】+【しげオリジ
ナル家庭用焼台】セット

25,000円

串×10本、調味料6種、焼台1台

【管理番号】DN002

名古屋名物！風来坊元祖手羽先
唐揚100本

36,000円

元祖手羽先唐揚10本×10

【管理番号】EE009

風来坊贅沢デラックスセット

36,000円

元祖手羽先唐揚10本×5
手羽元唐揚10本×2
もも焼1本×2
秘伝のたれ鶏モモ唐揚10個×2

【管理番号】EE010

あらびきハンバーグ2人前

5,000円

冷凍あらびきハンバーグ(130g)
×２

【管理番号】BR139

純系名古屋コーチン3種の燻製セ
ット【燻製販売総数51,000セッ
ト以上の実績】

8,000円

純系名古屋コーチンムネ燻製10
0～120g×1、純系名古屋コーチ
ンムネ燻製パストラミ100～120
g×1、純系名古屋コーチンササ
ミ燻製50～70g×1

【管理番号】FP003

あらびきハンバーグ4人前

9,000円

冷凍あらびきハンバーグ(130g)
×４

【管理番号】BR140

ドイツハム・ソーセージスタン
ダード１

11,000円

・腸詰ソーセージ2種類
・皮なしソーセージ1種類
・アオフシュニット2種類・ハ
ム1種類（内容はおまかせにな
ります）

【管理番号】AJ001
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愛知県　名古屋市

純系名古屋コーチン4種の燻製セ
ット【燻製販売総数51,000セッ
ト以上の実績】

11,000円

純系名古屋コーチンムネ燻製10
0～120g×1、純系名古屋コーチ
ンムネ燻製パストラミ100～120
g×1、純系名古屋コーチンササ
ミ燻製50～70g×1、純系名古屋

【管理番号】FP004

純系名古屋コーチン白金ハンバ
ーグ

12,000円

純系名古屋コーチンハンバーグ
100g×6個

【管理番号】FP001

純系名古屋コーチン5種の豪華燻
製セット【燻製販売総数51,000
セット以上の実績】

15,000円

純系名古屋コーチンモモロール
200～240g×1、純系名古屋コー
チンムネ燻製100～120g×1、純
系名古屋コーチンムネ燻製パス
トラミ100～120g×1、純系名古

【管理番号】FP005

ドイツハム・ソーセージスタン
ダード2

18,000円

・腸詰ソーセージ4種類
・皮なしソーセージ1種類
・アオフシュニット3種類・ハ
ム2種類（内容はおまかせにな
ります）

【管理番号】AJ002

AkitaHamの無添加ソーセージと
ペーストセット

18,000円

・無添加腸詰ソーセージ5種類
・無添加皮なしソーセージ2種
類・無添加ペースト2種類（内
容はおまかせになります）

【管理番号】AJ005

ドイツハム・ソーセージスタン
ダード3

36,000円

・腸詰ソーセージ
・皮なしソーセージ
・アオフシュニット・ハム・生
ハム・ドライソーセージ（内容
はおまかせになります、パテや

【管理番号】AJ003

精肉店がこだわった【中小型犬
向けおやつ】国産牛しゃもじナ
ンコツハーフ2本×2

5,000円

約10センチ(2本)×2

【管理番号】BR119

精肉店がこだわった【中小型犬
向けおやつ】国産牛膝ナンコツ6
0g×2

5,000円

約3～4センチ(60g)×2

【管理番号】BR120

精肉店がこだわった【中小型犬
向けおやつ】おつまみアキレス5
0g×2

5,000円

約12～18センチ(50g)×2

【管理番号】BR121

精肉店がこだわった【中小型犬
向けおやつ】国産牛アキレス50g
×2

5,000円

10～15センチ(50g)×2

【管理番号】BR122

精肉店がこだわった【大中小型
犬向けおやつ】牛すじフレーク4
0g×2

5,000円

フレーク40g×2

【管理番号】BR123

精肉店がこだわった【大中小型
犬向けおやつ】国産牛肉付きア
キレス60g

5,000円

約5～8センチ(60g)

【管理番号】BR132
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愛知県　名古屋市

精肉店がこだわった【中小型犬
向けおやつ】国産牛グリ骨2個

5,000円

約10センチ×2個（人の拳より
ひと回り小さい位）

【管理番号】BR133

精肉店がこだわった【大中小型
犬向けおやつ】国産牛アキレス
チップ100g

5,000円

約3～5センチ(100g)

【管理番号】BR134

【大中型犬向け】国産牛アキレ
スロング3本

5,000円

約20～25センチ(3本入り)

【管理番号】BR213

【大型犬向け】国産牛大腿骨グ
リ骨

5,000円

約１５センチ×１０センチ(1個
)

【管理番号】BR214

【大中小型犬向け】国産牛アキ
レス100g

5,000円

約１０～１５センチ(100g)

【管理番号】BR215

【大中小型犬向け】おつまみア
キレス１００g

5,000円

約１２～１８センチ(100g)

【管理番号】BR216

【大中小型犬向け】国産牛干し
肉

5,000円

約5センチ(80g)

【管理番号】BR217

【小型犬向け】国産豚バラ骨ハ
ーフ100g

5,000円

約５～７センチ(100g)

【管理番号】BR227

【大中小型犬向け】国産豚耳

5,000円

約１０センチ(1枚)

【管理番号】BR228

【中小型犬向け】しゃもじナン
コツ1/4カット（200g）

6,000円

約3～4センチ(200g)

【管理番号】BR218

50年餃子元祖肉餃子＆野菜増し
肉餃子各種40個入り

7,000円

肉餃子（20ｇ）×40個
野菜増し肉餃子（20ｇ）×40個

【管理番号】JF001

みかわもち豚八丁味噌餃子

7,000円

・餃子（1個20g×30）
・山椒薬味（30g×1）

【管理番号】FJ001
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愛知県　名古屋市

精肉店がこだわった【大中小型
犬向けおやつ】国産牛ナンコツ1
00g×3

7,000円

約10～15センチ(100g)×3

【管理番号】BR124

精肉店がこだわった【小型犬向
けおやつ】国産牛グリ骨ミニサ
イズ2個×3

7,000円

約7センチ(2個)×3

【管理番号】BR125

精肉店がこだわった【大中小型
犬向けおやつ】国産牛ハート40g
×3

7,000円

約10センチ(40g)×3

【管理番号】BR126

精肉店がこだわった【大中小型
犬向けおやつ】国産牛レバー40g
×3

7,000円

約10センチ(40g)×3

【管理番号】BR127

【大型犬向け】国産牛しゃもじ

7,000円

約３０～３５センチ(1本)

【管理番号】BR219

【大型犬向け】国産牛アキレス
付ゲンコツ

7,000円

約３０～４０センチ(1本)

【管理番号】BR220

精肉店がこだわった【大中小型
犬向けおやつ】国産牛バラ骨2本
×3

8,000円

約15センチ(2本入り)×3

【管理番号】BR128

精肉店がこだわった【大中小型
犬向けおやつ】国産牛背筋60g×
3

9,000円

約10～15センチ(60g)×3

【管理番号】BR129

精肉店がこだわった【大中型犬
向けおやつ】国産牛ゲンコツ1本
×3

9,000円

約15センチ(1本)×3

【管理番号】BR130

精肉店がこだわった【大中型犬
向けおやつ】国産牛しゃもじナ
ンコツ2本×3

9,000円

約10センチ(2本)×3

【管理番号】BR131

矢場とんみそ串かつセット

10,000円

ﾚﾝｼﾞ串かつ5本×4袋、みそだれ
50g×4袋

【管理番号】BK004

【大中小型犬向け】背筋200g

10,000円

10～15センチ(200g)

【管理番号】BR221
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愛知県　名古屋市

知多屋鍋貼台湾餃子食べ比べセ
ット

10,000円

・冷凍生台湾焼餃子10個×2
・冷凍生キャベツ焼餃子10個×
2
・冷凍酸辣湯（サンラータンス
ープ）200g×2

【管理番号】KA001

【ギフト】矢場とんみそ串かつ
セット

11,000円

ﾚﾝｼﾞ串かつ5本×4袋、みそだれ
50g×4袋、化粧箱

【管理番号】BK012

【大中小型犬向け】国産牛肉付
きアキレス200g

11,000円

約５～８センチ(200g)

【管理番号】BR222

矢場とんみそかつセット

12,000円

レンジロース100g×2袋、レン
ジひれ30g×3貫×2袋、みそだ
れ50g×4袋

【管理番号】BK001

矢場とんみそひれかつセット

12,000円

ﾚﾝｼﾞひれ30g×2貫×5袋、みそ
だれ50g×5袋

【管理番号】BK003

【ふるさと寄附金限定】矢場と
んふるさとセット

12,000円

フライﾛｰｽ100g×2袋、フライひ
れ30g×2貫×2袋、みそだれ50g
×4袋、オリジナル油1.5ｷﾛ

【管理番号】BK007

メツゲライ・イノウエドイツ風
ローストチキン4人前

12,000円

ローストチキン（約１７０g）
×４

【管理番号】DB015

矢場とんみそロースかつセット

13,000円

レンジロース100g×5袋、みそ
だれ50g×5袋

【管理番号】BK002

【ギフト】矢場とんみそかつセ
ット

13,000円

ﾚﾝｼﾞﾛｰｽ100g×2袋、ﾚﾝｼﾞひれ30
g×3貫×2袋、みそだれ50g×4
袋、化粧箱

【管理番号】BK009

【ギフト】矢場とんみそひれか
つセット

13,000円

ﾚﾝｼﾞひれ30g×2貫×5袋、みそ
だれ50g×5袋、化粧箱

【管理番号】BK011

《ギフト》【ふるさと寄附金限
定】矢場とんふるさとセット

13,000円

フライﾛｰｽ100g×2袋、フライひ
れ30g×2貫×2袋、みそだれ50g
×4袋、オリジナル油1.5ｷﾛ、化
粧箱

【管理番号】BK015

味仙本店の辣肉醤3個セット

13,000円

300ｇ×3

【管理番号】CD001
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愛知県　名古屋市

【ギフト】矢場とんみそロース
かつセット

14,000円

ﾚﾝｼﾞﾛｰｽ100g×5袋、みそだれ50
g×5袋、化粧箱

【管理番号】BK010

矢場とん煮豚セット

15,000円

ﾚﾝｼﾞみそ煮豚1本、レンジ醤油
煮豚1本

【管理番号】BK008

【ギフト】矢場とん煮豚セット

15,000円

レンジみそ煮豚1本、レンジ醤
油煮豚1本

【管理番号】BK016

味仙本店の手羽先12本入り×3箱

15,000円

12本入り×3

【管理番号】CD003

あさくまハンバーグ詰合せ

15,000円

あさくまハンバーグ180ｇ×6枚
あさくまステーキソース80g×2
袋

【管理番号】BQ004

学生ハンバーグ詰合せ

15,000円

学生ハンバーグ180ｇ×6枚
あさくまステーキソース80g×2
袋

【管理番号】BQ005

矢場とんよくばりみそ串かつセ
ット

19,000円

ﾚﾝｼﾞ串かつ5本×8袋、みそだれ
50g×8袋

【管理番号】BK005

【ギフト】矢場とんよくばりみ
そ串かつセット

20,000円

レンジ串かつ5本×8袋、みそだ
れ50g×8袋、化粧箱

【管理番号】BK013

【大中型犬向け】国産牛アキレ
スロング15本

20,000円

約２０～２５センチ(15本入り)

【管理番号】BR223

【大中小型犬向け】国産牛アキ
レス500g

20,000円

約１０～１５センチ(500g)

【管理番号】BR224

【大中小型犬向け】国産牛アキ
レスチップ1kg

25,000円

約３～５センチ(1kg)

【管理番号】BR225

【大中小型犬向け】国産牛アキ
レス1kg

30,000円

約１０～１５センチ(1kg)

【管理番号】BR226
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愛知県　名古屋市

矢場とん定期便(3回)

34,000円

毎月1回計3回発送致します

＜１回目＞ﾚﾝｼﾞﾛｰｽ100g×2袋、
ﾚﾝｼﾞひれ30g×3貫×2袋、
みそだれ50g×4袋

【管理番号】BK017

矢場とん定期便(5回)

57,000円

毎月1回計5回発送致します

＜1回目＞ﾚﾝｼﾞﾛｰｽ100g×2袋、ﾚ
ﾝｼﾞひれ30g×3貫×2袋、みそだ
れ50g×4袋

【管理番号】BK018

矢場とん定期便(7回)

84,000円

※毎月1回7か月連続でお届けい
たします。

＜1回目＞ﾚﾝｼﾞﾛｰｽ100×2袋、ﾚﾝ
ｼﾞひれ30g×3貫×2袋、みそだ

【管理番号】BK019

【長期保存】パンですよ3缶セッ
ト（チョコチップ×1/レーズン
×1/コーヒーナッツ×1）

5,000円

・チョコチップ味100g×1
・レーズン味100g×1
・コーヒーナッツ味100g×1

【管理番号】CJ003

缶入りパン「パンですよ！」３
缶組み合わせ

5,000円

チョコチップ１缶
レーズン１缶
コーヒーナッツ１缶
計３缶

【管理番号】HF001

【長期保存】パンですよ6缶セッ
ト（チョコチップ×2/レーズン
×2/コーヒーナッツ×2）

8,000円

・チョコチップ味100g×2
・レーズン味100g×2
・コーヒーナッツ味100g×2

【管理番号】CJ004

缶入りパン「パンですよ！」３
種各２缶入り

8,000円

チョコチップ2缶
レーズン2缶
コーヒーナッツ2缶
計6缶

【管理番号】HF004

食パンお試しセット

9,000円

レギュラー食パン:1斤×1
レーズン食パン:1斤×1
チーズ食パン:1斤×1
西尾抹茶あずき食パン:1斤×1
（1斤は340ｇ以上）

【管理番号】AP001

金虎酒造の酒粕使用あん虎食パ
ンセット（プレーン・抹茶）

12,000円

あん虎食パン（プレーン）
重量792ｇ±15
長さ180ｍｍ±3
幅107ｍｍ±3
高さ115ｍｍ±3

【管理番号】BE001

名古屋高級食パンセット

15,000円

高級食パン（８００ｇ）×１本
高級ラスク（５０ｇ）×１２枚
パンに塗る小倉あん（４００ｇ
）×１個

【管理番号】ET001

【長期保存】パンですよ12缶セ
ット（チョコチップ×3/レーズ
ン×3/コーヒーナッツ×3/あず

16,000円

・チョコチップ味100g×3
・レーズン味100g×3
・コーヒーナッツ味100g×3
・あずきミルク味100g×3

【管理番号】CJ005

缶入りパン「パンですよ！」４
種各３缶入り

16,000円

チョコチップ3缶
レーズン3缶
コーヒーナッツ3缶
あずきミルク3缶
計12缶

【管理番号】HF003
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愛知県　名古屋市

【長期保存】パンですよ24缶セ
ット（チョコチップ×5/レーズ
ン×5/コーヒーナッツ×5/あず

32,000円

・チョコチップ味100g×5
・レーズン味100g×5
・コーヒーナッツ味100g×5
・あずきミルク味100g×5
・プレーン味100g×4

【管理番号】CJ006

愛知のブランド魚＜絹姫スモー
クサーモン3Pセット＞

13,000円

80g×3パック

【管理番号】BW001

ねぎとろ250ｇ2袋詰め合わせ

8,000円

ねぎとろ250ｇ×2袋

【原材料】
目鉢鮪（韓国、台湾、その他）
黄肌鮪（台湾、セーシェル、そ

【管理番号】JG001

国産鰆の幽庵焼き（5切×4パッ
ク）

18,000円

鰆（国産）、みりん、酒、しょ
うゆ、ゆず
内容量：1パックあたり総重量3
00～375ｇ
（1切あたり約60～75ｇ）×4パ

【管理番号】BW005

重要文化財「料亭八勝館」板場
特製旬の魚定期便

184,000円

箱【18cm×23.5cm×4.5cm】入
りの旬の魚の切り身等を板場で
加工したものを計6回定期的に
送付。
※箱の大きさは内容物によって

【管理番号】AS006

炭焼うな富士ひつまぶしお茶碗
一杯分

10,000円

・うなぎ：80ｇ×1袋
・タレ：16ｃｃ×１本
・山椒：0.3ｇ×１袋
・和風だし：180ｃｃ×１袋
・わさび：2.5ｇ×１袋

【管理番号】AB003

炭焼うな富士国産うなぎ丼お茶
碗一杯分

10,000円

・うなぎ：80ｇ×1袋
・タレ：1ｃｃ×１本
・山椒：0.3ｇ×１袋

【管理番号】AB007

【レンジでお手軽】鰻おこわ約1
00g×5個和食竜むら

10,000円

鰻おこわ約500g（約100g×5個
）

【管理番号】DD005

国産特大うなぎひつまぶしセッ
ト

10,000円

・うなぎ刻み蒲焼き(約100ｇ)
ｘ1
・お茶漬け用おだし(160cc)ｘ1
・たれ
・薬味(刻み海苔、ねぎ、山椒

【管理番号】FX001

国産特大うなぎ蒲焼き

14,000円

・うなぎ蒲焼き（1尾、約200ｇ
）
・たれ
・山椒

【管理番号】FX007

国産特大うなぎ蒲焼き（うな丼
用２セット）

14,000円

・うなぎ蒲焼き（約100ｇ）ｘ2
・たれｘ2
・山椒ｘ2

【管理番号】FX011

炭焼うな富士紅白ひつまぶしセ
ット

15,000円

・うなぎ（タレ）：80ｇ×１袋
・うなぎ（白焼）：80ｇ×１袋
・きざみうなぎ：80ｇ×2袋
・和風だし：180cc×２袋
・たれ：16cc：2本

【管理番号】AB004
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愛知県　名古屋市

【炭火・職人手焼き】国産うな
ぎ蒲焼約200g×2尾・たれ・山椒
和食竜むら

15,000円

（国産）うなぎ蒲焼２尾計約４
００g（１尾約２００gを半分に
カット×２）、たれ、山椒

【管理番号】DD002

【炭火・職人手焼き】国産うな
ぎひつまぶしセット二食分ねぎ
・わさび・のり・お出汁・山…

15,000円

（国産）うなぎ蒲焼約360g（約
60g×6）、タレ×２、ねぎ×2
、わさび×2、のり×2、出汁×
2、山椒×2

【管理番号】DD004

【レンジでお手軽】鰻おこわ約1
00g×8個和食竜むら

15,000円

鰻おこわ約800g（約100g×8個
）

【管理番号】DD006

国産特大うなぎひつまぶしセッ
ト（２セット）

16,000円

・うなぎ刻み蒲焼き(約100ｇ)
ｘ2
・お茶漬け用おだし(160cc)ｘ2
・たれｘ2
・薬味(刻み海苔、ねぎ、山椒

【管理番号】FX002

炭焼うな富士国産お茶碗うなぎ
５杯分

20,000円

・うなぎ：50ｇ×５袋
・たれ：16cc×５本
・山椒：0.3ｇ×５袋

【管理番号】AB005

【炭火・職人手焼き】国産うな
ぎ蒲焼約200g×3尾・たれ・山椒
和食竜むら

20,000円

（国産）うなぎ蒲焼3尾計約600
g（１尾約200gを半分にカット
×3）、たれ、山椒

【管理番号】DD003

国産特大うなぎ蒲焼き（うな丼
用３セット）

21,000円

・うなぎ蒲焼き（約100ｇ）ｘ3
・たれｘ3
・山椒ｘ3

【管理番号】FX012

三河一色産うなぎ蒲焼切り身と
名古屋名物ひつまぶし詰め合わ
せ

22,000円

・うなぎ切り身約50ｇ×3
・うなぎきざみ70ｇ×3
（うなぎ50ｇ＋たれ20ｇ）
・特製たれ10ml×6
・山椒0.4ｇ×4（たれに付属）

【管理番号】AN002

国産特大うなぎひつまぶしセッ
ト（３セット）

24,000円

・うなぎ刻み蒲焼き(約100ｇ)
ｘ3
・お茶漬け用おだし(160cc)ｘ3
・たれｘ3
・薬味(刻み海苔、ねぎ、山椒

【管理番号】FX003

炭焼うな富士国産特大うなぎ長
焼二尾入り

25,000円

・うなぎ長焼：160ｇ×２袋
・うなぎタレ：1ｃｃ×２本
・山椒：0.3ｇ×２袋

【管理番号】AB001

朝日屋国産うなぎ2匹セット

25,000円

・うなぎ1匹200ｇ前後×２匹
・たれ20ｇ×４
・山椒0.3ｇ×４

【管理番号】GX001

三河一色産うなぎの蒲焼長焼き
２尾と名古屋名物ひつまぶし詰
め合わせ

27,000円

・うなぎ長焼き120ｇ×2
・うなぎきざみ70ｇ×2
（うなぎ50ｇ＋たれ20ｇ）
・特製たれ10ml×4
・山椒0.4ｇ×4（たれに付属）

【管理番号】AN001
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愛知県　名古屋市

国産特大うなぎ蒲焼き（２尾）

28,000円

・うなぎ蒲焼き（２尾、約400
ｇ）
・たれ
・山椒

【管理番号】FX008

国産特大うなぎ蒲焼き（うな丼
用４セット）

28,000円

・うなぎ蒲焼き（約100ｇ）ｘ4
・たれｘ4
・山椒ｘ4

【管理番号】FX013

名古屋名物うな富士国産うなぎ
使用肝名古屋名物うな富士国産
うなぎ使用肝入上ひつまぶし

30,000円

・うなぎ：80ｇ×3袋
・たれ：16cc×1本
・山椒：0.3ｇ×1袋
・肝焼き（7粒）×１袋
・和風だし180cc×１袋

【管理番号】AB011

炭焼うな富士職人地焼きの国産
うなぎ半身4袋入り

30,000円

・うなぎ：80ｇ×4袋
・たれ：16cc×2本
・山椒：0.3ｇ×2袋

【管理番号】AB012

国産特大うなぎひつまぶしセッ
ト（４セット）

32,000円

・うなぎ刻み蒲焼き(約100ｇ)
ｘ4
・お茶漬け用おだし(160cc)ｘ4
・たれｘ4
・薬味(刻み海苔、ねぎ、山椒

【管理番号】FX004

国産うなぎの蒲焼・白焼き豪華
食べ比べセット（蒲焼2尾・白焼
き2尾計4尾）

34,000円

うなぎ約200g×4尾
山椒付きうなぎだれ（たれ10ml
・さんしょう10.2g）×4袋

【管理番号】BW002

炭焼名古屋式青うなぎ三昧贅沢
食べ比べセット

34,000円

名古屋式うなぎ蒲焼半身(80g)
×2パック、名古屋式うなぎ白
焼半身(80g)×2パック、肝焼(6
～7)×1パック、名古屋式用タ
レ１６ｃｃ×2本、山椒0.3g×

【管理番号】DK001

炭焼関東式うなぎ三昧贅沢食べ
比べセット

34,000円

関東式うなぎ蒲焼き1尾(110g)
×2パック、関東式うなぎ白焼(
110g)×1パック、肝焼(6～7)×
1パック、関東式用タレ16ｃｃ
×２、山椒0.3g×２パック

【管理番号】DK002

炭焼関東式うなぎ蒲焼3枚＋肝焼
きセット

34,000円

関東式うなぎ蒲焼き1尾(110g)
×３パック、肝焼(6～7)×1パ
ック、関東式用タレ16ｃｃ×３
、山椒0.3g×３パック

【管理番号】DK003

炭焼名古屋式青うなぎ蒲焼4パッ
ク＋肝焼きセット

34,000円

名古屋式うなぎ蒲焼半身(80g)
×４パック、肝焼(6～7)×1パ
ック、名古屋式用タレ１６ｃｃ
×４本、山椒0.3g×４パック

【管理番号】DK004

重要文化財「料亭八勝館」鰻の
白焼き（2尾入）

35,000円

鰻の白焼き2尾、紙箱（15cm×2
9cm×3cm）入り

【管理番号】AS003

国産特大うなぎ蒲焼き（うな丼
用５セット）

35,000円

・うなぎ蒲焼き（約100ｇ）ｘ5
・たれｘ5
・山椒ｘ5

【管理番号】FX014
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愛知県　名古屋市

炭焼うな富士国産お茶碗うなぎ1
0杯分

40,000円

・うなぎ：50ｇ×10袋
・たれ：1ｃｃ×10本
・山椒：0.3ｇ×10袋

【管理番号】AB006

名物！名古屋式と関東式国産う
なぎ三昧食べ比べセット

40,000円

名古屋式うなぎ蒲焼半身(80g)
×3パック、関東式うなぎ蒲焼1
尾(110g)×2パック、名古屋式
用タレ16cc×3本、関東式用タ
レ×2本、山椒0.3g×5パック

【管理番号】DK005

国産特大うなぎひつまぶしセッ
ト（５セット）

40,000円

・うなぎ刻み蒲焼き(約100ｇ)
ｘ5
・お茶漬け用おだし(160cc)ｘ5
・たれｘ5
・薬味(刻み海苔、ねぎ、山椒

【管理番号】FX005

炭焼うな富士国産特大うなぎ長
焼三尾入りおまけで肝焼き付き

40,000円

・うなぎ：3尾（一尾160ｇ×3
袋）
・たれ：16cc×3本
・山椒：0.3ｇ×3袋
・肝焼き（7粒）×１袋

【管理番号】AB008

桐箱入り炭焼うな富士国産青う
なぎ長焼二尾

40,000円

・うなぎ：2尾（一尾160ｇ×2
袋）
・たれ：16cc×2本
・山椒：0.3ｇ×2袋

【管理番号】AB010

国産特大うなぎ蒲焼き（３尾）

42,000円

・うなぎ蒲焼き（３尾、約600
ｇ）
・たれ
・山椒

【管理番号】FX009

国産特大うなぎ蒲焼き（うな丼
用６セット）

42,000円

・うなぎ蒲焼き（約100ｇ）ｘ6
・たれｘ6
・山椒ｘ6

【管理番号】FX015

国産特大うなぎひつまぶしセッ
ト（６セット）

48,000円

・うなぎ刻み蒲焼き(約100ｇ)
ｘ6
・お茶漬け用おだし(160cc)ｘ6
・たれｘ6
・薬味(刻み海苔、ねぎ、山椒

【管理番号】FX006

桐箱入り炭焼うな富士国産青う
なぎ長焼三尾おまけの肝焼き付
き

55,000円

・うなぎ：3尾（一尾160ｇ×3
袋）
・たれ：16cc×3本
・山椒：0.3ｇ×3袋
・肝焼き（7粒）×１袋

【管理番号】AB009

炭焼うな富士職人地焼きの国産
うなぎ半身8袋入り

60,000円

・うなぎ：80ｇ×8袋
・たれ：16cc×4本
・山椒：0.3ｇ×4袋

【管理番号】AB013

いくら醤油漬け150g北海道鮭の
卵化粧箱入り愛名古屋

10,000円

150g

【管理番号】AE001

いくら醤油漬け250g鱒の卵化粧
箱入り愛名古屋

10,000円

250g

【管理番号】AE004



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 05 31

愛知県　名古屋市

いくら醤油漬け250g北海道秋鮭
卵冷凍OWARI

10,000円

250g

【管理番号】AE007

いくら醤油漬け500g鱒の卵化粧
箱入り愛名古屋

15,000円

500g※500g（250gx2P）の場合
もあります

【管理番号】AE005

いくら醤油漬け500g(250g×2パ
ック)北海道秋鮭卵冷凍OWARI

18,000円

500g(250gx2パック)

【管理番号】AE008

いくら醤油漬け300g(150gx2P)北
海道小分け鮭の卵化粧箱入り愛
名古屋

20,000円

300g(150gx2P)

【管理番号】AE002

いくら醤油漬け450g(150gx3P)北
海道小分け鮭の卵化粧箱入り愛
名古屋

30,000円

450g(150gx3P)

【管理番号】AE003

いくら醤油漬け1kg鱒の卵化粧箱
入り愛名古屋

30,000円

1kg(500gx2P)※1kg（250gx4P）
の場合もあります

【管理番号】AE006

いくら醤油漬け1kg(250g×4パッ
ク)北海道秋鮭卵冷凍OWARI

35,000円

1kg(250gx4パック)

【管理番号】AE009

鮑塩蒸

34,000円

[内容量]
鮑1個
肝1個
酢茗荷1個

【管理番号】BC002

【1歳6ヶ月～】ギフトボックス
入りお魚はんぺん10枚セット

15,000円

お魚はんぺん30g×10枚

【管理番号】BW003

【名代】銀だら幽庵漬け約100g
×６切れ和食竜むら

15,000円

銀だら幽庵漬け約600g（約100g
×６切れ）

【管理番号】DD001

炙りサバ燻製10枚セット

10,000円

炙りサバ燻製（1枚）×10

【管理番号】AM001

【特選】すっぽんスープ約400g
×2食分和食竜むら

15,000円

すっぽんスープ約800g（約400g
×2袋）

【管理番号】DD007
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愛知県　名古屋市

【ギフトボックス入り】太刀魚
の蒲焼3パック

17,000円

太刀魚の蒲焼1～2人前×3パッ
ク
山椒付きうなぎだれ（たれ10ml
・さんしょう10.2g）×3袋

【管理番号】BW004

重要文化財「料亭八勝館」板場
特製からすみ（一腹）箱入

60,000円

からすみ一腹箱入り（14cm×24
cm×4cm）

【管理番号】AS002

（大学いも）名古屋お芋嬢4個入
り食べ比べセット

6,000円

内容量160g×4個（クリスタル1
個、スティック1個、皮付きダ
イヤ2個）

【管理番号】BR098

飯田農園幻のトマト有機栽培高
糖度miuトマト1500g【有機JAS】

14,000円

ミニトマト（500g×３）

【管理番号】GT001

飯田農園幻のトマト有機栽培高
糖度miuトマト[冷凍3000g]【有
機JAS】

20,000円

冷凍ミニトマト（1000g×３）

【管理番号】GT002

飯田農園幻のトマト有機栽培高
糖度miuトマト1000g＆ドライト
マトセット【有機JAS】

22,000円

・ミニトマト（500g×２）
・ドライトマト（25g×４）

【管理番号】GT003

飯田農園幻のトマト有機栽培高
糖度miuトマト＆ジュース・ビネ
ガーセット【有機JAS】

31,000円

・ミニトマト（500g×２）
・【赤】ジュース300ml
・【金】ジュース300ml
・トマトビネガー300ml

【管理番号】GT004

飯田農園幻のトマト有機栽培高
糖度miuトマトのドライトマト１
箱【有機JAS】

49,000円

ドライトマト（25g×15）

【管理番号】GT005

飯田農園幻のトマト有機栽培高
糖度miuトマトジュース【赤】１
５本セット【有機JAS】

58,000円

赤ジュース（300ml×15）

【管理番号】GT006

飯田農園幻のトマト有機栽培高
糖度miuトマトジュース【金】１
５本セット【有機JAS】

71,000円

金ジュース（300ml×15）

【管理番号】GT007

いづ藤の味醂漬詰合せ（3種類）

19,000円

・守口大根2本
・瓜1本
・胡瓜1本

【管理番号】DJ001

いづ藤の味醂漬詰合せ（4種類）

37,000円

・守口大根4本
・瓜2本
・胡瓜1本
・西瓜1個

【管理番号】DJ002



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 05 31

愛知県　名古屋市

アサヒスーパードライ＜135ml缶
＞24缶入1ケース名古屋工場製造

10,000円

ABスーパードライ135ml缶×24
缶×1

【管理番号】CV008

ふるさと納税アサヒクリアアサ
ヒ缶350ml×24本1ケース名古屋
市

10,000円

アサヒクリアアサヒ缶350ml×2
4本

【管理番号】GA023

ふるさと納税アサヒオフ缶350ml
×24本1ケース名古屋市

10,000円

アサヒオフ缶350ml×24本

【管理番号】GA025

ふるさと納税アサヒザ・リッチ
缶350ml×24本1ケース名古屋市

10,000円

アサヒザ・リッチ缶350ml×24
本

【管理番号】GA027

ふるさと納税アサヒ贅沢ゼロ缶3
50ml×24本1ケース名古屋市

10,000円

アサヒ贅沢ゼロ缶350ml×24本

【管理番号】GA029

ふるさと納税アサヒスタイルフ
リー生350ml缶24本入り1ケース
名古屋市

11,000円

アサヒスタイルフリー生350ml
缶24本

【管理番号】GA021

アサヒビールスーパードライ350
ml缶24本入

15,000円

350ml缶24本入

【管理番号】DP001

ふるさと納税アサヒスーパード
ライ缶350ml×24本入り1ケース
名古屋市

15,000円

アサヒスーパードライ
缶350ml×24本

【管理番号】GA019

ふるさと納税アサヒクリアアサ
ヒ缶500ml×24本1ケース名古屋
市

15,000円

アサヒクリアアサヒ缶500ml×2
4本

【原材料】
発泡酒（国内製造）（麦芽、ホ

【管理番号】GA032

ふるさと納税アサヒオフ缶500ml
×24本1ケース名古屋市

15,000円

アサヒオフ缶500ml×24本

【原材料】
発泡酒（国内製造）（麦芽エキ
ス、ホップ、米、コーン、スタ

【管理番号】GA033

ふるさと納税アサヒザ・リッチ
缶500ml×24本1ケース名古屋市

15,000円

アサヒザ・リッチ缶500ml×24
本

【原材料】
発泡酒（国内製造）（麦芽、ホ

【管理番号】GA034

ふるさと納税アサヒ贅沢ゼロ缶5
00ml×24本1ケース名古屋市

15,000円

アサヒ贅沢ゼロ缶500ml×24本

【原材料】
発泡酒（国内製造）（麦芽、麦
芽エキス、ホップ、米、コーン

【管理番号】GA035
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愛知県　名古屋市

定番4種詰め合わせ贈り物にもぴ
ったり8本セット

15,000円

パープルスカイ（370ml×2）
イエロースカイペールエール（
370ml×2）
ヒステリックIPA(370ml×2）
ルプリンネクター（370ml×2）

【管理番号】AL004

アサヒスーパードライ＜350ml缶
＞24缶入1ケース名古屋工場製造

17,000円

ABスーパードライ350ml缶×24
缶×1

【管理番号】CV011

アサヒスーパードライ＜135ml缶
＞24缶入2ケース名古屋工場製造

18,000円

ABスーパードライ135ml缶×24
缶×2

【管理番号】CV009

アサヒビールスーパードライ500
ml缶24本入

20,000円

500ml缶24本入

【管理番号】DP002

ふるさと納税アサヒクリアアサ
ヒ缶350ml×24本2ケース名古屋
市

20,000円

アサヒクリアアサヒ缶350ml×4
8本

【管理番号】GA024

ふるさと納税アサヒオフ缶350ml
×24本2ケース名古屋市

20,000円

アサヒオフ缶350ml×48本

【管理番号】GA026

ふるさと納税アサヒザ・リッチ
缶350ml×24本2ケース名古屋市

20,000円

アサヒザ・リッチ缶350ml×48
本

【管理番号】GA028

ふるさと納税アサヒ贅沢ゼロ缶3
50ml×24本2ケース名古屋市

20,000円

アサヒ贅沢ゼロ缶350ml×48本

【管理番号】GA030

ふるさと納税アサヒスーパード
ライ缶500ml×24本入り1ケース
名古屋市

20,000円

アサヒスーパードライ
缶500ml×24本

【管理番号】GA031

定番4種12本詰め合わせ人気の飲
み比べセット

20,000円

パープルスカイ（370ml×3）
イエロースカイペールエール（
370ml×3）
ヒステリックIPA(370ml×3）
ルプリンネクター（370ml×3）

【管理番号】AL003

アサヒスーパードライ＜500ml缶
＞24缶入1ケース名古屋工場製造

22,000円

ABスーパードライ500ml缶×24
缶×1

【管理番号】CV013

ふるさと納税アサヒスタイルフ
リー生350ml缶24本入り2ケース
名古屋市

22,000円

アサヒスタイルフリー生350ml
缶48本

【管理番号】GA022
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愛知県　名古屋市

アサヒスーパードライ＜2L缶＞6
缶入1ケース名古屋工場製造

29,000円

ABスーパードライ2L缶×6缶×1

【管理番号】CV010

ふるさと納税アサヒスーパード
ライ缶350ml×24本入り2ケース
名古屋市

30,000円

アサヒスーパードライ
缶350ml×48本

【管理番号】GA020

アサヒビールスーパードライ350
ml缶24本入２ケース

30,000円

350ml缶24本入２ケース

【管理番号】DP009

ふるさと納税アサヒクリアアサ
ヒ缶350ml×24本1ケース×3ヶ月
定期便名古屋市

30,000円

アサヒクリアアサヒ缶350ml×2
4本×3

【管理番号】GA074

ふるさと納税アサヒオフ缶350ml
×24本1ケース×3ヶ月定期便名
古屋市

30,000円

アサヒオフ缶350ml×24本×3

【管理番号】GA077

ふるさと納税アサヒザ・リッチ
缶350ml×24本1ケース×3ヶ月定
期便名古屋市

30,000円

アサヒザ・リッチ缶350ml×24
本×3

【管理番号】GA080

ふるさと納税アサヒ贅沢ゼロ缶3
50ml×24本入り1ケース×3ヶ月
定期便名古屋市

30,000円

アサヒ贅沢ゼロ缶350ml×24本
×3

【管理番号】GA083

アサヒスーパードライ＜350ml缶
＞24缶入2ケース名古屋工場製造

33,000円

ABスーパードライ350ml缶×24
缶×2

【管理番号】CV012

ふるさと納税アサヒスタイルフ
リー生350ml缶24本入り1ケース
×3ヶ月定期便名古屋市

33,000円

アサヒスタイルフリー生350ml
缶24本×3

【管理番号】GA089

定番4種20本詰め合わせじっくり
飲み比べセット

33,000円

パープルスカイ（370ml×5）
イエロースカイペールエール（
370ml×5）
ヒステリックIPA(370ml×5）
ルプリンネクター（370ml×5）

【管理番号】AL002

アサヒビールスーパードライ500
ml缶24本入2ケース

40,000円

500ml缶24本入２ケース

【管理番号】DP011

ふるさと納税アサヒクリアアサ
ヒ缶500ml×24本1ケース×3ヶ月
定期便名古屋市

45,000円

アサヒクリアアサヒ缶500ml×2
4本×3

【管理番号】GA076
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愛知県　名古屋市

ふるさと納税アサヒオフ缶500ml
×24本1ケース×3ヶ月定期便名
古屋市

45,000円

アサヒオフ缶500ml×24本×3

【管理番号】GA079

ふるさと納税アサヒザ・リッチ
缶500ml×24本1ケース×3ヶ月定
期便名古屋市

45,000円

アサヒザ・リッチ缶500ml×24
本×3

【管理番号】GA082

ふるさと納税アサヒ贅沢ゼロ缶5
00ml×24本入り1ケース×3ヶ月
定期便名古屋市

45,000円

アサヒ贅沢ゼロ缶500ml×24本
×3

【管理番号】GA085

ふるさと納税アサヒスーパード
ライ缶350ml×24本入り1ケース
×3ヶ月定期便名古屋市

45,000円

アサヒスーパードライ
缶350ml×24本×3

【管理番号】GA086

アサヒビールスーパードライ350
ml缶24本入4ケース

60,000円

350ml缶24本入４ース

【管理番号】DP010

ふるさと納税アサヒクリアアサ
ヒ缶350ml×24本2ケース×3ヶ月
定期便名古屋市

60,000円

アサヒクリアアサヒ缶350ml×2
4本×6

【管理番号】GA075

ふるさと納税アサヒオフ缶350ml
×24本2ケース×3ヶ月定期便名
古屋市

60,000円

アサヒオフ缶350ml×24本×6

【管理番号】GA078

ふるさと納税アサヒザ・リッチ
缶350ml×24本2ケース×3ヶ月定
期便名古屋市

60,000円

アサヒザ・リッチ缶350ml×24
本×6

【管理番号】GA081

ふるさと納税アサヒ贅沢ゼロ缶3
50ml×24本入り2ケース×3ヶ月
定期便名古屋市

60,000円

アサヒ贅沢ゼロ缶350ml×24本
×6

【管理番号】GA084

ふるさと納税アサヒスーパード
ライ缶500ml×24本入り1ケース
×3ヶ月定期便名古屋市

60,000円

アサヒスーパードライ
缶500ml×24本×3

【管理番号】GA088

ふるさと納税アサヒスタイルフ
リー生350ml缶24本入り2ケース
×3ヶ月定期便名古屋市

66,000円

アサヒスタイルフリー生350ml
缶24本×6

【管理番号】GA090

アサヒビールスーパードライ500
ml缶24本入４ケース

80,000円

500ml缶24本入４ケース

【管理番号】DP012
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愛知県　名古屋市

ふるさと納税アサヒスーパード
ライ缶350ml×24本入り2ケース
×3ヶ月定期便名古屋市

90,000円

アサヒスーパードライ
缶350ml×24本×6

【管理番号】GA087

神の井純米吟醸原酒

10,000円

720ml×1本

【管理番号】BX002

虎変純米吟醸／特別純米2本セッ
ト

11,000円

720ml×2本セット

【管理番号】EV002

神の井純米大吟醸寒九の酒720ml
1本

11,000円

720ml×1本

【管理番号】BX003

なごや酒蔵「名古屋城」銘酒飲
み比べ2本セット

12,000円

金虎酒造金虎「名古屋城本丸御
殿」大吟醸酒
720ml×1
神の井酒造天下布武「那古野城
」特別純米酒」720ml×1本

【管理番号】CV003

神の井郷土の銘酒詰め合わせ720
ml2本

12,000円

720ml×2本（各1本ずつ）

【管理番号】BX001

金虎純米大吟醸名古屋城・大吟
醸名古屋城本丸御殿2本セット

14,000円

・純米大吟醸名古屋城720ml×1
・大吟醸名古屋城本丸御殿720m
l×1

【管理番号】DR002

なごや3蔵銘酒飲み比べ3本セッ
ト

15,000円

神の井酒造天下布武「那古野城
」特別純米酒」720ml×1本
東春酒造東龍「龍瑞」純米酒72
0ml×1本
金虎酒造金虎「名古屋城本丸御

【管理番号】CV001

なごや酒蔵「龍」「虎」「鷹」
銘酒飲み比べ3本セット

15,000円

東春酒造東龍「龍田屋」特別純
米酒720ml×1本
金虎酒造金虎「名古屋城本丸御
殿」大吟醸酒
720ml×1

【管理番号】CV002

金虎「名古屋城本丸御殿」大吟
醸酒＆ご当地あいち蔵元ベアー
セット

15,000円

金虎酒造金虎「名古屋城本丸御
殿」大吟醸酒
720ml×1
（株）藤二誠ご当地あいち蔵元
ベアー×1

【管理番号】CV006

守山東春酒造300ml銘酒飲み比べ
5本セット

16,000円

東春酒造東龍「玲瓏」純米大吟
醸酒300ml×1
東春酒造東龍「龍や」大吟醸酒
300ml×1
東春酒造東龍「龍の舞」純米吟

【管理番号】CV004

神の井酒造「天下布武「那古野
城」特別純米酒＆ご当地あいち
蔵元ベアーセット

16,000円

神の井酒造天下布武「那古野城
」特別純米酒」720ml×1本
（株）藤二誠ご当地あいち蔵元
ベアー×1

【管理番号】CV007
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愛知県　名古屋市

神の井大吟醸荒ばしり720ml1本

16,000円

720ml×1本

【管理番号】BX005

ナゴヤクラウド日本酒４本セッ
ト金虎・東龍・神の井・鷹の夢

16,000円

・ナゴヤクラウド金虎本醸造72
0ml×1
・ナゴナゴヤクラウド東龍純米
酒720ml×1
・ナゴヤクラウド神の井特別純

【管理番号】DR001

東龍玲和セット

18,000円

東龍純米大吟醸玲瓏720ｍｌ×
１本
東龍吟醸和な720ｍｌ×１本

【管理番号】EL001

神の井純米大吟醸寒九の酒1800m
l1本

22,000円

1800ml×1本

【管理番号】BX004

守山東春酒造720ml銘酒飲み比べ
3本セット

23,000円

東春酒造東龍「玲瓏」純米大吟
醸酒720ml×1
東春酒造東龍「龍の舞」純米吟
醸酒720ml×1
東春酒造東龍「龍田屋」特別純

【管理番号】CV005

神の井大吟醸荒ばしり1800ml1本

37,000円

1800ml×1本

【管理番号】BX006

アサヒビールクリアアサヒClear
asahi第3のビール350ml24本入り
1ケース

10,000円

350ml缶24本入1ケース

【管理番号】DP003

糖質ゼロアサヒスタイルフリー
生350ml缶24本入1ケース

11,000円

350ml缶24本入1ケース

【管理番号】DP013

アサヒ糖質ゼロスタイルフリー
生＜350ml缶＞24缶入1ケース名
古屋工場製造

12,000円

ABスタイルフリー生350ml缶×2
4缶×1

【管理番号】CV014

アサヒクリアアサヒ＜350ml缶＞
24缶入1ケース名古屋工場製造

12,000円

ABクリアアサヒ350ml缶×24缶
×1

【管理番号】CV017

アサヒザ・リッチ＜350ml缶＞24
缶入1ケース名古屋工場製造

12,000円

ABザ・リッチ350ml缶×24缶×1

【管理番号】CV020

アサヒビールクリアアサヒClear
asahi第3のビール500ml24本入り
1ケース

15,000円

500ml缶24本入1ケース

【管理番号】DP006
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愛知県　名古屋市

アサヒクリアアサヒ＜500ml缶＞
24缶入1ケース名古屋工場製造

16,000円

ABクリアアサヒ500ml缶×24缶
×1

【管理番号】CV019

アサヒザ・リッチ＜500ml缶＞24
缶入1ケース名古屋工場製造

16,000円

ABザ・リッチ500ml缶×24缶×1

【管理番号】CV022

糖質ゼロアサヒスタイルフリー
生500ml缶24本入1ケース

16,000円

500ml缶24本入1ケース

【管理番号】DP016

アサヒ糖質ゼロスタイルフリー
生＜500ml缶＞24缶入1ケース名
古屋工場製造

17,000円

ABスタイルフリー生500ml缶×2
4缶×1

【管理番号】CV016

アサヒビールクリアアサヒClear
asahi第3のビール350ml24本入り
2ケース

20,000円

350ml缶24本入2ケース

【管理番号】DP004

アサヒ糖質ゼロスタイルフリー
生＜350ml缶＞24缶入2ケース名
古屋工場製造

22,000円

ABスタイルフリー生350ml缶×2
4缶×2

【管理番号】CV015

アサヒクリアアサヒ＜350ml缶＞
24缶入2ケース名古屋工場製造

22,000円

ABクリアアサヒ350ml缶×24缶
×2

【管理番号】CV018

アサヒザ・リッチ＜350ml缶＞24
缶入2ケース名古屋工場製造

22,000円

ABザ・リッチ350ml缶×24缶×2

【管理番号】CV021

糖質ゼロアサヒスタイルフリー
生350ml缶24本入2ケース

22,000円

350ml缶24本入2ケース

【管理番号】DP014

アサヒビールクリアアサヒClear
asahi第3のビール500ml24本入り
2ケース

30,000円

500ml缶24本入2ケース

【管理番号】DP007

糖質ゼロアサヒスタイルフリー
生500ml缶24本入2ケース

32,000円

500ml缶24本入2ケース

【管理番号】DP017

アサヒビールクリアアサヒClear
asahi第3のビール350ml24本入り
4ケース

40,000円

350ml缶24本入４ケース

【管理番号】DP005
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愛知県　名古屋市

糖質ゼロアサヒスタイルフリー
生350ml缶24本入4ケース

44,000円

350ml缶24本入４ケース

【管理番号】DP015

アサヒビールクリアアサヒClear
asahi第3のビール500ml24本入り
4ケース

60,000円

500ml缶24本入4ケース

【管理番号】DP008

糖質ゼロアサヒスタイルフリー
生500ml缶24本入4ケース

64,000円

500ml缶24本入4ケース

【管理番号】DP018

【なごやの水源・木曽三川流域
連携事業寄附金専用】おいしい
水道水PR用「名水」

10,000円

おいしい水道水PR用「名水」１
箱（２４本入り）

【管理番号】NA016

【なごやの水源・木曽三川流域
連携事業寄附金専用】災害用備
蓄飲料水「名水」

12,000円

災害用備蓄飲料水「名水」１箱
（２４本入り）

【管理番号】NA017

世界の果樹園クコの実＆ザクロ
＆アサイ＋プロテオグリカン（5
倍希釈用）720ml

18,000円

720ml（5倍希釈）
※希釈されますと４リットル～
５リットル以上お飲み頂けます
。

【管理番号】JK001

名古屋名物ほうじ茶PETボトル

9,000円

ほうじ茶PETボトル500ｍｌ×24
本入

【管理番号】BB002

名古屋のお茶詰合せ

19,000円

ほうじ茶300g×2
ほうじ茶紗パック6g×20×3
どあら茶ほうじ茶2g×12p×1
どあら茶玄米茶2g×14p×1
どあら茶煎茶2g×12p×1

【管理番号】BB001

しゃちブレンドアイスリキッド
コーヒー1000ｍｌ×6本入

6,000円

しゃちアイスブレンドリキッド
コーヒー（1,000ml×6本）

【管理番号】CA005

名古屋のワダコーヒーコーヒー
ギフトセット200ｇ×3個入り

8,000円

和田ブレンド200ｇ粉季楽ブレ
ンド200ｇ粉大池ブレンド200ｇ
粉

【管理番号】AU002

名古屋愛珈琲バッグ詰合せ

8,000円

・ドアラのコーヒー愛！とりあ
えず（9ｇ）×3
・ドアラのコーヒー愛！ご自由
に（9ｇ）×3
・名古屋弁コーヒーバッグ（10

【管理番号】DT001

しゃちブレンド2種飲み比べセッ
ト豆のまま2kg（500ｇ×4袋）

9,000円

しゃちブレンド豆500ｇ×2袋
白しゃちブレンド豆500ｇ×2袋

【管理番号】CA001
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愛知県　名古屋市

しゃちブレンド2種飲み比べセッ
ト粉（中挽き）2kg（500ｇ×4袋
）

9,000円

しゃちブレンド粉500ｇ×2袋
白しゃちブレンド粉500ｇ×2袋

【管理番号】CA002

ドリップバッグコーヒーしゃち
ブレンド80杯分入り

9,000円

ドリップバッグコーヒーしゃち
ブレンド8ｇ×80袋

【管理番号】CA003

【ゴルピーコーヒー】ドリップ
バッグコーヒー飲み比べプチギ
フト１５個入

9,000円

10g×15杯分

【管理番号】HW001

【ゴルピーコーヒー】ドリップ
バッグコーヒーギフト（シング
ル&ブレンド14杯分）

9,000円

10g×14杯分

【管理番号】HW002

珈琲浪漫アイスコーヒー１Ｌ×1
2本無糖

10,000円

珈琲浪漫アイスコーヒー無糖（
1L×12）

【管理番号】DT002

名古屋のワダコーヒーリキッド
アイスコーヒー１L×６本セット
（無糖タイプ）

10,000円

リキッドアイスコーヒー（１L
×６本）無糖タイプ

【管理番号】AU003

人気スペシャリティーコーヒー
セット150ｇ×2個セット（豆の
まま）

10,000円

国際品評会（カップオブエクセ
レンス）入賞豆150ｇ、深煎り
人気ブレンド150ｇ（豆のまま
）

【管理番号】BS001

名古屋のワダコーヒーコーヒー
ギフトセット200ｇ×4個入り

10,000円

和田ブレンド200ｇ粉季楽ブレ
ンド200ｇ粉大池ブレンド200ｇ
粉くすのきブレンド200ｇ粉

【管理番号】AU001

人気スペシャリティーコーヒー
セット150ｇ×2個セット（中挽
き）

10,000円

国際品評会（カップオブエクセ
レンス）入賞豆150ｇ、深煎り
人気ブレンド150ｇ（中挽き）

【管理番号】BS002

極上コーヒー豆2種！名古屋の喫
茶店文化「モーニング」を支え
る逸品

11,000円

コーヒー豆2種、各230g

【管理番号】CE001

カラコールドリップバッグ珈琲1
8袋セット

11,000円

・カラコールブレンド(12g)×6
袋
・カラコールストレート(12g)
×6袋
・カラコール炭焼珈琲(10g)×6

【管理番号】BP001

愛知県立南陽高等学校フェアト
レードコーヒーギフト

12,000円

・フェアトレードキリマンジャ
ロ南陽Ｃ
（はち丸）粉２００ｇ×２個
・フェアトレードメキシコ南陽
Ｃ

【管理番号】GG019
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愛知県　名古屋市

【ゴルピーコーヒー】ドリップ
バッグコーヒーセット（ブレン
ドおまかせ30杯分）

14,000円

10g×30杯分

【管理番号】HW006

【ゴルピーコーヒー】【季節限
定ブレンド入】プレミアドリッ
プバッグギフト（21杯分）

15,000円

10g×21杯分

【管理番号】HW003

【ゴルピーコーヒー】ドリップ
バッグコーヒーセット（おまか
せミックス30杯分）

15,000円

10g×30杯分

【管理番号】HW005

【ゴルピーコーヒー】ドリップ
バッグコーヒーセット（シング
ルオリジンおまかせ30杯分）

16,000円

10g×30杯分

【管理番号】HW009

極上コーヒー豆3種！名古屋の喫
茶店文化「モーニング」を支え
る逸品

17,000円

コーヒー豆3種、各230g

【管理番号】CE002

ドリップバッグコーヒー3種類飲
み比べセット160杯分入り

17,000円

ドリップバッグコーヒーしゃち
ブレンド8ｇ×80袋
ドリップバッグコーヒー勝とう
ブレンド赤ラベル8ｇ×40袋
ドリップバッグコーヒー勝とう

【管理番号】CA004

【ゴルピーコーヒー】【贅沢な
特級クラス入】プレシャスミッ
クスドリップバッグギフト（2…

20,000円

10g×24杯分

【管理番号】HW004

【ゴルピーコーヒー】ドリップ
バッグコーヒーセット（ブレン
ドおまかせ50杯分）

23,000円

10g×50杯分

【管理番号】HW007

【ゴルピーコーヒー】ドリップ
バッグコーヒーセット（シング
ルオリジンおまかせ50杯分）

25,000円

10g×50杯分

【管理番号】HW010

【ゴルピーコーヒー】ドリップ
バッグコーヒーセット（ブレン
ドおまかせ80杯分）

35,000円

10g×80杯分

【管理番号】HW008

【ゴルピーコーヒー】ドリップ
バッグコーヒーセット（シング
ルオリジンおまかせ80杯分）

40,000円

10g×80杯分

【管理番号】HW011

ラティス紅茶２種セット（１６
包）

7,000円

ダージリン（ピラミッド型ティ
ーパック）×８包（1包あたり2
.5ｇ）
フレイバーティー（ピラミッド
型ティーパック）×８包（1包

【管理番号】JR003
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愛知県　名古屋市

ラティス紅茶３種セット（２４
包）

10,000円

ダージリン（ピラミッド型ティ
ーパック）×８包（1包あたり2
.5ｇ）
アッサム（ピラミッド型ティー
パック）×８包

【管理番号】JR004

「パティスリー・シェ・コーベ
」名古屋コーチン卵あんバター
サンドクッキー

11,000円

8個入

【管理番号】GG005

バニラシフォンケーキ

5,000円

バニラシフォンケーキ1個（360
ｇ）

【管理番号】AX002

洋菓子ギフトバニラ香るしっと
りバームバウムクーヘンSサイズ

5,000円

バームクーヘンSサイズ（15cm
）×1

【管理番号】BR206

【さっくりパイ生地とこし餡が
おいしい】金しゃちパイ8個入【
バター薫る】

5,000円

金しゃちパイ：8個

【管理番号】BR028

「パティスリー・シェ・コーベ
」ケイク・シトロン

6,000円

1本

【管理番号】GG018

【さっくりパイ生地とこし餡が
おいしい】金しゃちパイ10個入
【バター薫る】

6,000円

金しゃちパイ：10個

【管理番号】BR029

レニエの焼きモンブラン小

6,000円

1個

【管理番号】HP010

ブランデーケーキ

7,000円

ブランデーケーキ1本（560ｇ）

【管理番号】AX001

「パティスリー・シェ・コーベ
」ケイク・フリュイ

7,000円

1個

【管理番号】GG016

「パティスリー・シェ・コーベ
」ケイク・バニーユ

7,000円

1個

【管理番号】GG017

【大人のマドレーヌ】ナビエー
ル14個入

7,000円

ナビエール（約30g）×14個

【管理番号】BR057
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愛知県　名古屋市

【さっくりパイ生地とこし餡が
おいしい】金しゃちパイ12個入
【バター薫る】

7,000円

金しゃちパイ：12個

【管理番号】BR030

小倉スク20枚入り

8,000円

20枚入り

【管理番号】HP002

洋菓子ギフトバニラ香るしっと
りバームバウムクーヘンLサイズ

8,000円

バームクーヘンLサイズ（18cm
）×1

【管理番号】BR207

「パティスリー・シェ・コーベ
」マドレーヌ10個入

8,000円

10個入

【管理番号】GG010

「パティスリー・シェ・コーベ
」焼菓子10個入

8,000円

10個入

【管理番号】GG013

和栗のモンブラスクン20枚入り

9,000円

20枚入り

【管理番号】HP003

【バターが香る】レーズンサブ
レ16個入

9,000円

レーズンサブレ（約28g）×16
個

【管理番号】BR058

和菓子屋が仕上げた洋菓子「フ
リアン16個入」

9,000円

フリアン（約28g）×16個

【管理番号】BR060

洋菓子ギフトバニラ香るしっと
りバーム＆5種のサンク・ダコワ
ーズ

9,000円

バニラ香るしっとりバーム×1
、５種のサンク・ダコワーズ

【管理番号】BR208

皆で作った焼き菓子セット

10,000円

パウンド各3個・1枚クッキー4
種10枚・筒クッキー各1個

【管理番号】CR003

小倉スクとモンブラスクンの詰
め合わせ24枚入り

10,000円

小倉スク12枚
モンブラスクン12枚

【管理番号】HP004

至福のカヌレ【クラシック】６
個入り

10,000円

至福のカヌレクラシック（70g
×6）

【管理番号】HL002
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愛知県　名古屋市

「パティスリー・シェ・コーベ
」名古屋コーチンマドレーヌク
ラシック

11,000円

15個入

【管理番号】GG009

「パティスリー・シェ・コーベ
」マドレーヌ15個入

11,000円

15個入

【管理番号】GG011

「パティスリー・シェ・コーベ
」焼菓子15個入

11,000円

15個入

【管理番号】GG014

栗一粒１２個入り

11,000円

栗一粒12個

【管理番号】GZ003

レニエの焼き菓子詰め合わせコ
ンプレR

11,000円

12個

【管理番号】HP006

焼き菓子詰め合わせ

12,000円

酒ボンボン・砂糖菓子
[内容量]12個

おちょぼ、こうせん落雁
[内容量]（6個ずつ）12個

【管理番号】BC001

オリジナルペンギンクッキー＆
コーヒーセット

14,000円

コーヒードリップバッグ：4袋
入りを2箱クッキー：20枚入り
を2箱

【管理番号】BA001

小倉スクとモンブラスクンの詰
め合わせ36枚入り

15,000円

小倉スク18枚
モンブラスクン18枚

【管理番号】HP005

レニエの焼き菓子詰め合わせコ
ンプレE

15,000円

15個

【管理番号】HP007

レニエの焼きモンブラン大

15,000円

1個

【管理番号】HP011

「パティスリー・シェ・コーベ
」マドレーヌ26個入

18,000円

26個入

【管理番号】GG012

「パティスリー・シェ・コーベ
」焼菓子26個入

18,000円

26個入

【管理番号】GG015
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愛知県　名古屋市

レニエの焼き菓子詰め合わせコ
ンプレG

18,000円

18個

【管理番号】HP008

レニエの焼き菓子詰め合わせコ
ンプレN

22,000円

20個

【管理番号】HP009

シルクのようなカップシフォン
ケーキ（プレーン）３個セット

5,000円

カップシフォン（プレーン）×
３

【管理番号】BR174

【クリーミーな舌触り】チーズ
ケーキピュアレギュラー

6,000円

直径15cm（2～3名分）

【管理番号】BR036

【濃厚なチーズの風味】チーズ
ケーキベイクドレギュラー

6,000円

直径15cm（2～3名分）

【管理番号】BR037

生チョコ好きにはたまらない＆
まちがいなしの美味しさ【生チ
ョコロール】

7,000円

長さ15.5cm400ｇ1本

【管理番号】CL002

「パティスリー・シェ・コーベ
」名古屋コーチン卵のロールケ
ーキ

7,000円

1本

【管理番号】GG008

チーズケーキ専門店がこだわっ
た贅沢２種のチーズケーキ（カ
ジュアルギフトA）

8,000円

ピュアミニ（直径11cm）・ベイ
クドミニ（直径11cm）

【管理番号】BR035

【女性に人気】２種のチーズケ
ーキカジュアルギフトB（ピュア
ミニ、イチゴ）

8,000円

ピュアミニ（直径11ｃｍ）・2
層のストロベリーチーズ（直径
11ｃｍ）

【管理番号】BR038

シルクのようにしっとりとした
シフォンケーキ（プレーン）

8,000円

シフォンケーキホール（プレー
ン）×１

【管理番号】BR169

シルクのようなシフォンケーキ
＆とろける高級なめらかプリン
のセット（カップシフォン・…

8,000円

シフォンプリンセット（覚王山
プリン、カップシフォンプレー
ン、各３）

【管理番号】BR172

「パティスリー・シェ・コーベ
」名古屋コーチン卵のスフレチ
ーズケーキ

9,000円

直径15センチ1個

【管理番号】GG007
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愛知県　名古屋市

御器所ロール2本セット

9,000円

14ｃｍ×2本

【管理番号】CR001

【人気のガトー】プロムケーキ1
6個入

9,000円

プロムケーキ（約28g）×16個

【管理番号】BR059

洋菓子ギフトレ・フェイユ・エ
レガント（S2）

9,000円

洋菓子12個詰め合わせ（バーム
クーヘン×3、抹茶バームクー
ヘン×3、マドレーヌ×2、フィ
ナンスィエプレーン×2、フィ
ナンスィエショコラ×2）

【管理番号】BR205

【1日50本限定生産】生ガトーシ
ョコラ

10,000円

1本（290g）

【管理番号】BR210

【週50本限定生産/毎週金曜発送
】生ガトーショコラフロマージ
ュ

10,000円

1本（290g）

【管理番号】BR211

【1日50本限定生産】生ガトーシ
ョコラ抹茶

10,000円

1本（290g）

【管理番号】BR212

レニエの中津川モンブラン4個入

10,000円

4個入

【管理番号】HP001

洋菓子ギフトバニラ香るしっと
りバーム＆バニラカステラ

10,000円

バニラ香るしっとりバーム×1
、バニラカステラ×1

【管理番号】BR209

カタラーナエッグタルト詰め合
わせ

11,000円

カタラーナ6個・エッグタルト5
個

【管理番号】CR002

可愛い！！ロイヤルミルクトン
とパリジャン2種類の詰め合わせ
セット

11,000円

・パリジャンプレーン（75ｇx
４）
・パリジャン抹茶（75ｇx３）
・ロイヤルミルクトン（150ｇ
×1箱）

【管理番号】CL001

【チーズケーキ専門店】贅沢２
種のチーズケーキギフト

12,000円

ピュアレギュラー（直径15cm）
・ベイクドレギュラー（直径15
cm）

【管理番号】BR034

洋菓子ギフトレ・フェイユ・エ
レガント（S3）

14,000円

洋菓子19個詰め合わせ（バーム
クーヘン×3、マドレーヌ×2、
フィナンスィエプレーン×2、
フィナンスィエショコラ×2、
クロッカン×2、マドレーヌ・

【管理番号】BR204
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愛知県　名古屋市

【女性に人気】３種のチーズケ
ーキアソートギフトA（ピュアレ
ギュラー・ベイクドミニ・イ…

15,000円

ピュアレギュラー（直径15cm）
・ベイクドミニ（直径11ｃｍ）
・2層のストロベリーチーズ（
直径11ｃｍ）

【管理番号】BR033

【大人のチーズケーキ】３種の
チーズケーキアソートギフトB（
ピュアレギュラー・ベイクド…

15,000円

直径15cm×1(ピュアレギュラー
)、直径11cm×2（ベイクドミニ
、アールグレイ）

【管理番号】BR045

【いろいろ食べたい】４種のよ
くばりチーズケーキAセット（ピ
ュアミニ、ベイクドミニ、い…

18,000円

直径11cm×4(ピュアミニ、ベイ
クドミニ、ストロベリーチーズ
、アールグレイ)

【管理番号】BR039

「パティスリー・シェ・コーベ
」名古屋コーチン卵のエッグタ
ルト

18,000円

15個入

【管理番号】GG006

無添加おかき8個セット

11,000円

醤油味2種、のり巻き3種
塩味系2種、甘辛1種

【管理番号】CT002

無添加おかき10個セット

13,000円

醤油味2種、のり巻き3種、昆布
おかき1種
塩味系3種、甘辛1種

【管理番号】CT001

究極のなめらかプリン覚王山プ
リン3個セット

5,000円

覚王山プリン×３

【管理番号】BR159

バリスタ監修スペシャリティ珈
琲ゼリー3個セット

6,000円

珈琲ゼリー×３

【管理番号】BR163

【和菓子職人が創る】なめらか
プリン6個入【厳選素材】

6,000円

なめらかプリン：6個

【管理番号】BR024

なめらかプリン金箔入り名古屋
コーチンを使った金鯱プリン3個
セット

6,000円

金鯱プリン×３

【管理番号】BR160

プリン昔ながらのレトロプリン3
個セット

6,000円

レトロプリン×３

【管理番号】BR161

３種の王道プリンセット（覚王
山なめらかプリン、金鯱なめら
かプリン、レトロプリン各１）

6,000円

覚王山プリン、金鯱プリン、レ
トロプリン、各1

【管理番号】BR162
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愛知県　名古屋市

なめらかプリンチーズケーキ3個
セット

6,000円

プリンチーズケーキプリン×３

【管理番号】BR164

なめらかプリンほうじ茶薫る加
賀棒茶プリン3個セット

6,000円

加賀棒茶プリン×３

【管理番号】BR166

【和菓子職人が創る】名古屋コ
ーチンなめらかプリン6個入【厳
選素材】

7,000円

名古屋コーチンなめらかプリン
：6個

【管理番号】BR025

現場の相棒塩ビタミンゼリーボ
トルタイプ

9,000円

1kg入り
（10gスティックタイプx約100
本）

【管理番号】GB001

【和菓子職人が創る】なめらか
プリン4個＋名古屋コーチンなめ
らかプリン4個セット

9,000円

なめらかプリン：4個
名古屋コーチンなめらかプリン
：4個

【管理番号】BR026

とろ~り名古屋コーチンプリン

9,000円

プリン60ｇ×6個

【管理番号】EJ006

【和菓子職人が創る】なめらか
プリン5個＋名古屋コーチンなめ
らかプリン5個セット

10,000円

なめらかプリン：5個
名古屋コーチンなめらかプリン
：5個

【管理番号】BR027

【爽快な甘酸っぱさ】レモンの
シャーベット６個入

5,000円

シャーベット約90ml×６（レモ
ン×６）

【管理番号】BR012

【青春の甘酸っぱさ】グリーン
アップルのシャーベット６個入

5,000円

シャーベット約90ml×６（グリ
ーンアップル×６）

【管理番号】BR013

【すっきりした甘さ】ベルヘラ
ルドシャーベットグレープ6個入

5,000円

シャーベット約90ml×６（グレ
ープ×６）

【管理番号】BR014

【定番のおいしさで彩り豊かに
！】ベルヘラルドアイスクリー
ム・シャーベット詰め合わせ…

7,000円

アイスクリーム約90ml×５（バ
ニラ×１、ダークチョコ×１、
ほうじ茶×１、抹茶×１、苺ミ
ルク×１）、シャーベット約90
ml×１（マンゴー×１）

【管理番号】BR002

人気のアイスクリーム・シャー
ベット６個入ベストセレクショ
ン

7,000円

アイスクリーム約90ml×３（苺
ミルク×１、ダークチョコ×１
、ほうじ茶×１）、シャーベッ
ト約90ml×３（グリーンアップ
ル×１、ブラッドオレンジ×１

【管理番号】BR003
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愛知県　名古屋市

【人気の３品を満足するまで！
】ベルヘラルドアイスクリーム
・シャーベット６個入ギフト…

7,000円

アイスクリーム約90ml×４（ほ
うじ茶×２、苺ミルク×２）、
シャーベット約90ml×２（マン
ゴー×２）

【管理番号】BR004

【芳醇な香りとコク】アイスク
リームマダガスカル産バニラ使
用６個入

7,000円

アイスクリーム約90ml×６（バ
ニラ×６）

【管理番号】BR007

【あまおう苺を贅沢に】ベルヘ
ラルドアイスクリームあまおう
苺ミルク6個入

7,000円

アイスクリーム約90ml×６（苺
ミルク×６）

【管理番号】BR008

【ほうじ茶香る】アイスクリー
ム厳選ブレンドほうじ茶使用６
個入

7,000円

アイスクリーム約90ml×６（ほ
うじ茶×６）

【管理番号】BR009

【厳選】ベルヘラルドアイスク
リーム京都宇治抹茶６個入

7,000円

アイスクリーム約90ml×６（抹
茶×６）

【管理番号】BR010

アイスクリーム６個入ベルギー
産ダークチョコ使用

7,000円

アイスクリーム約90ml×６（ダ
ークチョコ×６）

【管理番号】BR011

【地中海の真っ赤な果実】ブラ
ッドオレンジのシャーベット６
個入

7,000円

シャーベット約90ml×６（ブラ
ッドオレンジ×６）

【管理番号】BR015

【マンゴー好きに贈る】完熟マ
ンゴーのシャーベット６個入

7,000円

シャーベット約90ml×６（マン
ゴー×６）

【管理番号】BR016

【バラエティセット】人気のア
イスクリーム・シャーベット９
個入り詰合せ

10,000円

アイスクリーム約90ml×７（バ
ニラ×２、ダークチョコ×２、
ほうじ茶×１、抹茶×１、苺ミ
ルク×１）、シャーベット約90
ml×２（マンゴー×２）

【管理番号】BR001

人気のアイスクリーム・シャー
ベット９個入ベストセレクショ
ン

10,000円

アイスクリーム約90ml×４（苺
ミルク×１、ほうじ茶×１、抹
茶×１、ダークチョコ×１）、
シャーベット約90ml×５（レモ
ン×１、グリーンアップル×１

【管理番号】BR005

【人気の３品セット】アイスク
リーム・シャーベットこだわり
チョイス９個入

10,000円

アイスクリーム約90ml×６（苺
ミルク×３、ほうじ茶×３）、
シャーベット約90ml×３（マン
ゴー×３）

【管理番号】BR006

【商売繁盛】きよめ餅10個入【
熱田神宮の定番土産】

5,000円

きよめ餅（約40g）×10個

【管理番号】BR048



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 05 31
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【つぶあん】白とよもぎの一福
餅16個（白8とよもぎ8）237年の
歴史熱田神宮名物

5,000円

一福餅（約20g×8個）×２袋

【管理番号】BR056

【縁結び・お祝い事に】紅白き
よめ餅10個入【名古屋、熱田神
宮の定番土産】

5,000円

きよめ餅（約40g）紅×５個、
白×５個

【管理番号】BR061

【国産大豆使用】羊羹（栗・練
・朧の梅）３本入り

10,000円

羊羹×３本（栗・練・梅、各約
450g）

【管理番号】BR054

【高級ようかん】羊羹（黒ねり
・大夜）２本入り

10,000円

羊羹×２本（黒ねり・大夜、各
約530g）

【管理番号】BR055

弁才天のフルーツ大福6種詰め合
わせ

13,000円

フルーツ大福6個

【管理番号】DV001

弁才天のフルーツ大福12種詰め
合わせ

24,000円

フルーツ大福12個

【管理番号】DV002

「亀屋芳広」尾張大納言羊羹と
尾張極上栗羊羹の２本セット

40,000円

２本セット（24cm×26cm×9.5c
m）

【管理番号】BH001

金扇容器入り黒豆100個入り×2
セット

7,000円

〇黒豆（煎り大豆入り黒飴）
容器入り100個入り（個包装）
×2セット
(ポット容器のサイズ)
底面の一辺：12.5cm、高さ(フ

【管理番号】HH001

金扇容器入りべっこう飴100個入
り×2セット

7,000円

〇べっこう飴
容器入り100個入り（個包装）
×2セット
(ポット容器のサイズ)
底面の一辺：12.5cm、高さ(フ

【管理番号】HH002

金扇容器入りラブリーキャンデ
ィ100個入り×2セット

7,000円

〇ラブリーキャンディ
容器入り100個入り（個包装）
×2セット
(ポット容器のサイズ)
底面の一辺：12.5cm、高さ(フ

【管理番号】HH003

キャンディアソート（キャンデ
ィマルシェ）

9,000円

白桃10個×1、ブルーベリー10
個×1、巨峰10個×1、すりおろ
しリンゴ10個×1、温州みかん1
0個×1、ジャージーミルク10個
×1、抹茶10個×1、黒糖10個×

【管理番号】CX001

金扇容器入り直火炊きキャンデ
ィ3種詰め合わせ100個入り×3ポ
ット

10,000円

〇黒豆（煎り大豆入り黒飴）
容器入り100個入り（個包装）
×1
〇べっこう飴
容器入り100個入り（個包装）

【管理番号】HH004
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味噌キャラメル

16,000円

190g（個包装紙込み）×12袋

【管理番号】JT001

創業明治40年【名誉大金賞牌受
領】元祖鯱もなか10個入【お茶
うけに】

5,000円

鯱もなか：10個

【管理番号】BR018

【お餅と餡がひんやり】こだわ
りの洋風アイスもなか8個入り【
人気商品】

5,000円

洋風アイスもなか：8個

【管理番号】BR021

【３種の賑やかな味わい】丸八
もなか9個入

5,000円

丸八もなか（約40g）×９個

【管理番号】BR053

名古屋大須の豆菓子3種詰合せ

5,000円

なごや海老煎アーモンド70ｇ
なごや八丁味噌豆75ｇ
金鯱カレーカシュー70ｇ

【管理番号】EA001

なるみくるみ餅白糖4個,黒糖4個
の詰め合わせ

6,000円

なるみくるみ餅白糖4個
なるみくるみ餅黒糖4個

【管理番号】GZ002

古代米大福

6,000円

古代米大福10個入（66ｇ×10）

【管理番号】AX003

ダイナゴン15個入

6,000円

ダイナゴン（小豆×5個、抹茶
×5，チョコ×5）

【管理番号】EG001

【お餅と餡がひんやり】こだわ
りの洋風アイスもなか12個入【
人気商品】

7,000円

洋風アイスもなか：12個

【管理番号】BR022

【縁起物としても人気】千鈴杉
箱入り（30個入り）

7,000円

千鈴（約5g）×30個

【管理番号】BR050

【名古屋市長賞受賞】金シャチ
焼12個詰め合わせ【人形焼き】

7,000円

つぶあん金シャチ焼３個入り、
カスタード金シャチ焼３個入り
、ちょこれーと金シャチ焼３個
入り、抹茶金シャチ焼３個入り

【管理番号】BR017

創業明治40年【名誉大金賞牌受
領】元祖鯱もなか15個入【お茶
うけに】

8,000円

鯱もなか：15個

【管理番号】BR019
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愛知県　名古屋市

【おめでたい日のお菓子に】春
敲門２箱入り

8,000円

春敲門（約5g×20個）×２箱

【管理番号】BR051

【自分で作る！】手作り鯱もな
か16個入

9,000円

もなか皮種:16組
あん：560g

【管理番号】BR031

わらびういろ２０個入

9,000円

わらびういろ×20個
きな粉(7g)×4袋
黒蜜(20g)×4個

【管理番号】DH001

名古屋大須の豆菓子オリジナル3
種

9,000円

CoCo花豆85ｇ
CoCo和豆85ｇ
花茶豆85ｇ

【管理番号】EA005

創業明治40年【名誉大金賞牌受
領】元祖鯱もなか24個入【お茶
うけに】

10,000円

鯱もなか：24個

【管理番号】BR020

【お餅と餡がひんやり】こだわ
りの洋風アイスもなか18個入【
人気商品】

10,000円

洋風アイスもなか：18個

【管理番号】BR023

大須ういろ詰合せ

10,000円

ウイロバー5本入(1本32ｇ、白
×１、抹茶×１、桜×１、黒×
1、ないろ×１）、ういろモナ
カ3個入(白×１、抹茶×１、桜
×１）、味いろ３本入(1本160

【管理番号】DE001

ダイナゴンギフトB

10,000円

ダイナゴン小豆×10、あん入り
パイ×6，城下の華×5

【管理番号】EG003

名古屋大須の豆菓子6種詰合せ

10,000円

なごや海老煎アーモンド70ｇ
なごや八丁味噌豆75ｇ
金鯱カレーカシュー70ｇ
カフェオーレ豆75ｇ
黒胡麻とうふ豆80ｇ

【管理番号】EA002

なるみくるみ餅白糖8個,黒糖8個
の詰め合わせ

11,000円

なるみくるみ餅白糖８個なるみ
くるみ餅黒糖８個

【管理番号】GZ001

ダイナゴン25個入

11,000円

ダイナゴン（小豆×10個、抹茶
×5，チョコ×10）

【管理番号】EG002

「販売累計1000セット以上大人
気.アニマル上生菓子作りキット
（亀屋芳広）」

12,000円

１箱３セット（レッサーパンダ
、うさぎ、猫）

【管理番号】BH003
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愛知県　名古屋市

「亀屋芳広」尾張銘菓詰合せ（2
0品入り）

12,000円

１箱
（不老柿：4個、七里の渡し：4
個、二十五丁橋：4個、車楽：2
個、あつたの杜：2個、有松絞
：4個）

【管理番号】BH002

青柳ういろう7本入セット

12,000円

青柳ういろう7本入（しろ・く
ろ・抹茶・上がり・珈琲・ゆず
・さくら）セット各340ｇ（1箱
2本入/各170ｇ）

【管理番号】BM001

名古屋大須の豆菓子9種詰合せ

14,000円

なごや海老煎アーモンド70ｇ
なごや八丁味噌豆75ｇ
金鯱カレーカシュー70ｇ
カフェオーレ豆75ｇ
黒胡麻とうふ豆80ｇ

【管理番号】EA003

名古屋大須の豆菓子12種詰合せ

19,000円

なごや海老煎アーモンド70ｇ
なごや八丁味噌豆75ｇ
金鯱カレーカシュー70ｇ
カフェオーレ豆75ｇ
黒胡麻とうふ豆80ｇ

【管理番号】EA004

豪華！名古屋のお土産全10品名
古屋を代表する老舗店の有名和
菓子・ご当地グルメがたっぷ…

50,000円

【1回目（常温便）】
大須ういろ：一口ういろ20個入
金シャチ焼本舗さくら：つぶあ
ん・カスタード金シャチ焼6個
入詰合せ

【管理番号】DM001

無塩・無添加・素焼きアーモン
ドお徳用１kg

5,000円

素焼きアーモンド１kg

【管理番号】BR185

【和風ブッセ】かすが10個入（
個包装）自家製こしあん・つぶ
あん食比べ

6,000円

かすが（約40g）×10個

【管理番号】BR052

【ポリっとした歯ごたえ】藤団
子10房入り

9,000円

藤団子（約20g）×10袋

【管理番号】BR049

無塩・無添加・素焼きアーモン
ドお徳用２kg（１Kg×２）

10,000円

素焼きアーモンド1kg×２袋

【管理番号】BR178

無塩・無添加・素焼きベスト３
セット１１８０g

10,000円

アーモンド400ｇ×２袋、カシ
ューナッツ200ｇ×１袋、ピス
タチオ180ｇ×１袋

【管理番号】BR179

『無塩・素焼きアーモンド』＆
『無塩・素焼きミックスナッツ
と白・黒大豆』セット、合計…

10,000円

アーモンド400g×２袋、ミック
スナッツと白・黒大豆280g×２
袋

【管理番号】BR180

無塩・素焼きミックスナッツと
白黒大豆１４００ｇ【大豆たん
ぱくも一緒に】

10,000円

ミックスナッツ（アーモンド、
カシューナッツ、白大豆、黒大
豆、くるみの混合）280g×5袋

【管理番号】BR181
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無塩・素焼きアーモンド＆カシ
ューナッツ、１１２０ｇ【食べ
やすいミックス】

10,000円

アーモンドとカシューナッツの
混合280g×４袋

【管理番号】BR182

『無塩・素焼きアーモンド＆カ
シューナッツ』と『無塩・素焼
きピスタチオ』セット、合計…

10,000円

アーモンドとカシューナッツの
混合280g×２袋、ピスタチオ18
0ｇ×２袋

【管理番号】BR183

『無塩・素焼きアーモンド＆カ
シューナッツ』と『無塩・素焼
きくるみ』セット、合計１１…

10,000円

アーモンドとカシューナッツの
混合280ｇ×３袋、くるみ150ｇ
×２袋

【管理番号】BR184

名古屋どらムース

16,000円

どらムースチーズ(67g×3)
どらムース抹茶(67g×3)
どらムースストロベリー(67g×
3)
どらムースチョコ(67g×3)

【管理番号】ES001

松阪牛100%ハンバーグ友屋本店

24,000円

松阪牛ハンバーグ180ｇ×6枚

【管理番号】DL001

だしソムリエ推奨だしパック味
比べお試しセット5種類×各2包
（計10包）

5,000円

料亭の味を楽しめるおだし：16
g(8g×2袋)
お料理上手のおだし：16g(8g×
2袋)
お味噌汁上手のおだし：16g(8g

【管理番号】GE002

【ギフト用】だしソムリエ推奨
だしパックお料理上手のおだし2
3袋入り

8,000円

184g(8g×23袋)

【管理番号】GE004

だしソムリエ推奨だし麺だし⑥
（なごやブレンドだし）大容量
１kg入り

8,000円

１kg入り

【管理番号】GE007

【ギフト用】だしソムリエ推奨
だしパックギフトセット（5種類
のおだし）

10,000円

料亭の味を楽しめるおだし：56
g(8g×7袋)
お料理上手のおだし：56g(8g×
7袋)
お味噌汁上手のおだし：40g(8g

【管理番号】GE001

【ギフト用】だしソムリエ推奨
だしパック料亭の味を楽しめる
おだし23袋入り

10,000円

184g(8g×23袋)

【管理番号】GE003

【ギフト用】だしソムリエ推奨
だしパック野菜畑のおだし23袋
入り

10,000円

138g(６g×23袋)

【管理番号】GE005

だしソムリエ推奨だしパック海
と大地の恵み45袋入り

10,000円

360g(8g×45袋)

【管理番号】GE006
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産地別焼のり食べ比べギフトセ
ット16袋箱入

13,000円

・焼のり4切12枚入×12袋
・きざみ海苔5g入×4袋

【管理番号】AR001

創業120余年老舗精肉店スギモト
国産黒毛和牛入り生ハンバーグ
（100g）×6枚

5,000円

国産黒毛和牛入り生ハンバーグ
（100g）×6枚

【管理番号】GH001

創業120余年老舗精肉店スギモト
松阪牛入り煮込みハンバーグ（1
10g）×4枚

5,000円

松阪牛入り煮込みハンバーグ（
110g）×4枚

【管理番号】GH002

創業120余年老舗精肉店スギモト
国産牛牛すき（130g）×4個

5,000円

国産牛牛すき（130g）×4個

【管理番号】GH003

シェフのこだわりビーフカレー3
人前

5,000円

ビーフカレー(200g)×３

【管理番号】BR141

シェフのこだわりビーフカレー
中辛3人前

5,000円

ビーフカレー中辛(200g)×３

【管理番号】BR142

【シェフ自慢】ビーフハヤシリ
ッチ2人前

5,000円

ビーフハヤシリッチ(200g)×２

【管理番号】BR143

【大自然のコーンの甘み】スト
レートコーンスープ５人前

5,000円

コーンスープ(200g)×５

【管理番号】BR145

キッチン大友味噌おでん2人前

5,000円

290g×2

【管理番号】AK001

【大自然のコーンの甘み】スト
レートコーンスープ10人前

8,000円

コーンスープ(200g)×１０

【管理番号】BR146

寿屋おなじみの味焼売45個セッ
ト

9,000円

・焼売（15粒×３P）

【管理番号】BD003

寿屋手作りの味餃子36個セット

9,000円

・餃子（12個×３パック）

【管理番号】BD004
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炭焼うな富士うなぎの笹ちまき

10,000円

笹ちまき：56ｇ×6個
山椒：0.3ｇ×６袋

【管理番号】AB002

八丁味噌のどて味噌煮込み

10,000円

220ｇ×5パック

【管理番号】CH001

招福カレーコーチンまんセット

10,000円

１８０ｇ×６個

【管理番号】FT001

創業120余年老舗精肉店スギモト
国産黒毛和牛入り生ハンバーグ
（100g）×14枚

10,000円

国産黒毛和牛入り生ハンバーグ
（100g）×14枚

【管理番号】GH006

創業120余年老舗精肉店スギモト
松阪牛入り煮込みハンバーグ（1
10g）×10枚

10,000円

松阪牛入り煮込みハンバーグ（
110g）×10枚

【管理番号】GH007

創業120余年老舗精肉店スギモト
国産牛牛すき（130g）×10個

10,000円

国産牛牛すき（130g）×10個

【管理番号】GH008

【ゴルフ場やホテルで大人気】
カレー・ハヤシ食べ比べセット

10,000円

ビーフカレー(200g)×２、ビー
フカレー中辛(200g)×２、ビー
フハヤシリッチ(200g)×２

【管理番号】BR144

キッチン大友味噌おでん4人前

10,000円

290g×4

【管理番号】AK002

矢場とん中華セット

11,000円

ﾚﾝｼﾞ豚まん5個、レンジカレー
まん5個、レンジシューマイ6個
、ボイル煮豚4枚、ボイル台湾
みそ180g

【管理番号】BK006

マリノおすすめピッツァ4枚セッ
ト

11,000円

1枚200g～215g4枚入り
総容量840g

【管理番号】EH001

エビチリ・チンジャオロース・
青菜炒め～シルクロード人気3点
セット～

11,000円

エビチリ（250ｇ）、チンジャ
オロース（250ｇ）、青菜炒め
（200ｇ）

【管理番号】BU005

若鯱家の牛すじどて味噌煮ギフ
トセット

11,000円

若鯱家の牛すじどて味噌煮3個
（1個：100g×2袋）

【管理番号】DU001
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愛知県　名古屋市

【ギフト】矢場とん中華セット

12,000円

レンジ豚まん5個、レンジカレ
ーまん5個、レンジシューマイ6
個、ボイル煮豚4枚、ボイル台
湾みそ180g、化粧箱

【管理番号】BK014

おこわちまき3種セット

13,000円

・鰻おこわちまき（150ｇ×２
）、うなぎたれボトル6ｇ、わ
さび小袋、山椒小袋各２
・松阪牛おこわちまき（150ｇ
×２）

【管理番号】BD001

大海老の黄金揚げ・黒酢酢豚・
担々麺～王宮人気3点セット～

13,000円

大海老とガーリックの黄金揚げ
（2尾）、柔らか黒酢酢豚（200
ｇ）、担々麺（麺120ｇ、具100
ｇ、スープ300ｇ）

【管理番号】BU004

プレミアム焼売3種セット

15,000円

・肉焼売（34ｇ×8粒）・海老
焼売（34ｇ×8粒）・海鮮焼売
（36ｇ×8粒）

【管理番号】BD002

名古屋コーチンパンカップシチ
ュー

15,000円

カレーシチューパン390g(130g
×3)
クリームシチューパン390g(130
g×3)

【管理番号】GG002

キッチン大友味噌おでん6人前

15,000円

290g×6

【管理番号】AK003

楊貴妃のマンゴースイーツ

17,000円

100ｇ×6個

【管理番号】BU002

キッチン大友味噌おでん8人前

20,000円

290g×8

【管理番号】AK004

ミルポワおすすめ記念日ディナ
ーセット（各１食計5食入）

20,000円

黒毛和牛ホホ肉のデミグラスシ
チュー（２５０ｇ×１）
黒毛和牛のハヤシライスソース
（２００ｇ×１）
黒毛和牛すじ煮込みカレー（２

【管理番号】CS001

キッチン大友味噌おでん10人前

25,000円

290g×10

【管理番号】AK005

キッチン大友味噌おでん12人前

30,000円

290g×12

【管理番号】AK006

王宮特選5品とマンゴースイーツ
2個

44,000円

大海老とガーリックの黄金揚げ
（2尾）、皮付きトンポーロー
（4個）、柔らか黒酢酢豚（200
ｇ）、王宮特製カレー（230ｇ
）、あわびの柔らか煮（130ｇ

【管理番号】BU001
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愛知県　名古屋市

スモークサーモン１５０ｇ【食
品添加物無添加】

7,000円

スモークサーモン150g×1

【管理番号】CF001

メツゲライ・イノウエ覚王山ベ
ーコン3人前

11,000円

ベーコン（ブロック９０g）×
３

【管理番号】DB017

メツゲライ・イノウエ骨付き燻
製アイスバイン

12,000円

骨付き燻製アイスバイン（骨部
分含み約５８０g）×１

【管理番号】DB004

スモークサーモン１５０ｇ×２
【食品添加物無添加】

14,000円

スモークサーモン150g×2

【管理番号】CF002

メツゲライ・イノウエ軟骨ベー
コン3パックセット

15,000円

メツゲライ・イノウエ軟骨ベー
コン3パックセット

【管理番号】DB007

メツゲライ・イノウエ覚王山ベ
ーコン5人前

17,000円

ベーコン（ブロック９０g）×
５

【管理番号】DB018

メツゲライ・イノウエポークジ
ャーキー3パックセット

18,000円

ポークジャーキー（１００g）
×３

【管理番号】DB002

メツゲライ・イノウエベーコン3
種

19,000円

軟骨ベーコン（１００g）×１
、ベーコン（ブロック９０g）
×１、無脂肪フィレベーコン（
約１８０g）×１

【管理番号】DB023

メツゲライ・イノウエ自称日本
一美味しい黒毛和牛コンビーフ
３枚セット

20,000円

黒毛和牛コンビーフ（約１２０
g）×３

【管理番号】DB016

スモークサーモン１５０ｇ×３
【食品添加物無添加】

20,000円

スモークサーモン150g×3

【管理番号】CF003

メツゲライ・イノウエ無脂肪フ
ィレベーコン2人前

21,000円

無脂肪フィレベーコン（約１８
０g）×２

【管理番号】DB022

メツゲライ・イノウエ軟骨ベー
コン5パックセット

23,000円

メツゲライ・イノウエ軟骨ベー
コン5パックセット

【管理番号】DB008
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愛知県　名古屋市

メツゲライ・イノウエドイツサ
ラミ3人前

23,000円

ドイツサラミ（約１４０g）×
３

【管理番号】DB013

メツゲライ・イノウエベーコン2
種3人前

24,000円

軟骨ベーコン（１００g）×３
、ベーコン（ブロック９０g）
×３

【管理番号】DB019

メツゲライ・イノウエワイン好
きセット

25,000円

黒毛和牛コンビーフ（約１２０
g）×１、ドイツサラミ（約１
４０g）×１、ピッツァケーゼ
（約２１０g）×１

【管理番号】DB021

スモークサーモン１５０ｇ×４
【食品添加物無添加】

27,000円

スモークサーモン150g×4

【管理番号】CF004

スモークサーモン１５０ｇ×５
【食品添加物無添加】

34,000円

スモークサーモン150g×5

【管理番号】CF005

メツゲライ・イノウエベーコン2
種5人前

38,000円

軟骨ベーコン（１００g）×5、
ベーコン（ブロック９０g）×5

【管理番号】DB020

スモークサーモン１５０ｇ×１
０【食品添加物無添加】

67,000円

スモークサーモン150g×10

【管理番号】CF006

豆腐処味匠くすむら百年とうふ
セット

12,000円

百年とうふ（700g）×１丁
汲み上げ湯葉（100g）×１パッ
ク
名古屋あげ（2枚入）×１袋
手づくりこあげさん（8枚入）

【管理番号】EZ001

【定期便／２回お届け】豆腐処
味匠くすむら彩り豆腐匠セット

34,000円

【１回目お届け内容：賞味期限
】
百年とうふ（700g）×１丁：製
造日より５日間
豆腐懐石くすむら甘味噌（200g

【管理番号】EZ002

【定期便／３回お届け】豆腐処
味匠くすむら彩り豆腐極セット

54,000円

【１回目お届け内容：賞味期限
】
百年とうふ（700g）×１丁：製
造日より５日
豆腐がきわだつだし醤油（150m

【管理番号】EZ003

東山ハニー

13,000円

内容量：120g

【管理番号】GN001

食べるレモンジャム【たべれも
】２個セット

12,000円

内容量
150g×２本

【管理番号】GK001
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愛知県　名古屋市

ピザマルゲリータ

5,000円

ピザマルゲリータ206g（直径約
20cm）×1枚

【管理番号】BR194

ピザマリナーラ

5,000円

ピザマリナーラ192g（直径約20
cm）×1枚

【管理番号】BR196

ピザカルボナーラピッツァ

5,000円

ピザカルボナーラピッツァ237g
（直径約20cm）×1枚

【管理番号】BR200

ピザクワトロフォルマッジ

6,000円

ピザクワトロフォルマッジ203g
（直径約20cm）×1枚

【管理番号】BR198

ピザカメリヤ（エビときのこの
濃厚オマールピッツァ）

6,000円

ピザカメリヤ（エビときのこの
濃厚オマールピッツァ）213g（
直径約20cm）×1枚

【管理番号】BR202

極上名古屋コーチン親子丼のも
と

9,000円

名古屋コーチン親子丼のもと(
一人前180ｇ×4)

【管理番号】EJ003

本場イタリアジェラート６個セ
ット

9,000円

〇チェザリ!!全て90ｍｌ
〇ナポリコーヒー
〇ピスタチオ
〇潰しイチゴ
〇シシリアレモン

【管理番号】HV005

ピザカルボナーラピッツァ２枚
入り

9,000円

ピザカルボナーラピッツァ237g
（直径約20cm）×2枚

【管理番号】BR201

名古屋コーチン餃子&焼売セット

10,000円

・名古屋コーチン餃子(14個)
・名古屋コーチン焼売(10個)

【管理番号】EJ004

ピザマルゲリータ３枚入り

10,000円

ピザマルゲリータ206g（直径約
20cm）×3枚

【管理番号】BR195

ピザマリナーラ３枚入り

10,000円

ピザマリナーラ192g（直径約20
cm）×3枚

【管理番号】BR197

世界チャンピオンのお店100％手
焼き冷凍ナポリピッツァ2枚セッ
ト

11,000円

〇極みマルゲリータ180ｇ
〇クワトロフォルマッジ160ｇ

【管理番号】HV001
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愛知県　名古屋市

ピザクワトロフォルマッジ２枚
入り

11,000円

ピザクワトロフォルマッジ203g
（直径約20cm）×2枚

【管理番号】BR199

薬膳コーチンスープの参鶏湯(サ
ムゲタン)

12,000円

参鶏湯670ｇ×2パック

【管理番号】EJ005

みそ煮込うどん・どて煮詰合せ

13,000円

・みそ煮込うどん(めん100ｇ調
合みそ80ｇだし10ｇ)×2
・どて煮(200ｇ)×3

【管理番号】CU003

味仙本店の台湾ラーメン・手羽
先・辣肉醤の３種セット

14,000円

台湾ラーメン（生めん110ｇ×2
・特製ミンチ150ｇ×2）
手羽先（12本入り）
辣肉醤（300ｇ）

【管理番号】CD002

みそ煮込うどん・どて煮・みそ
おでん詰合せ

14,000円

・みそ煮込うどん(めん100ｇ調
合みそ80ｇだし10ｇ)×2
・どて煮(200ｇ)×2
・みそおでん(ゆで玉子、さつ
まあげ、こんにゃく、焼きちく

【管理番号】CU001

みそ煮込うどん・みそおでん詰
合せ

15,000円

・みそ煮込うどん(めん100ｇ調
合みそ80ｇだし10ｇ)×2
・みそおでん(ゆで玉子、さつ
まあげ、こんにゃく、焼きちく
わ)250ｇ×3

【管理番号】CU002

名古屋観光大使ジェラート8個セ
ット

15,000円

〇名古屋プリン×2全て90ｍｌ
〇妙香園抹茶×2
〇名古屋市飯田農園トマトジェ
ラート×2
〇姉妹都市トリノの黒トリュフ

【管理番号】HV006

ピザ４種のアラカルト（４枚入
り）

15,000円

マルゲリータ206g（直径約20cm
）、マリナーラ192g（直径約20
cm、クワトロフォルマッジ203g
（直径約20cm）、カルボナーラ
237g（直径約20cm）、各１枚

【管理番号】BR203

世界チャンピオンのお店100％手
焼き冷凍ナポリピッツァ3枚セッ
ト

16,000円

〇極みマルゲリータ180ｇ
〇クワトロフォルマッジ160ｇ
〇トリュフ＆ポルチーニ190ｇ

【管理番号】HV002

世界チャンピオンのお店100％手
焼き冷凍ナポリピッツァ＆拘り
シェフのパスタセット

18,000円

〇極みマルゲリータ180ｇ
〇クワトロフォルマッジ160ｇ
〇パスタジェノヴェーゼ190ｇ
〇パスタアマトリチャーナ175
ｇ

【管理番号】HV003

世界チャンピオンのお店100％手
焼き冷凍ナポリピッツァ＆拘り
シェフの前菜・パスタセット…

29,000円

〇極みマルゲリータ180ｇ
〇クワトロフォルマッジ160ｇ
〇パスタジェノヴェーゼ190ｇ
〇パスタアマトリチャーナ175
ｇ

【管理番号】HV004

飯田農園幻のトマト有機栽培高
糖度miuトマトビネガー２０本セ
ット【有機JAS】

108,000円

トマトビネガー（300ml×20）

【管理番号】GT008
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愛知県　名古屋市

名古屋伝統の味噌煮込みうどん
（２食セット）大正１４年創業
味噌煮込みうどんの山本屋手…

5,000円

・手打ち生麺（120g×2）
・味噌煮込みうどんの素（80g
×２）
・出汁パック（10g×2）
・味噌煮込みうどんの作り方説

【管理番号】FW001

名古屋伝統のカレー煮込みうど
ん（２食セット）大正１４年創
業味噌煮込みうどんの山本屋…

5,000円

・手打ち生麺（120g×2）
・カレー煮込みうどんの素（20
0g×2）
・出汁パック（10g×2）
・味噌煮込みうどんの作り方説

【管理番号】FW004

生麺詰合せセット（みそ煮込み
うどん×きしめん）

7,000円

・みそ煮込みうどん
めん（120g×4）つゆ（60g×4
）
・きしめん
めん（120g×4）つゆ（40g×4

【管理番号】AH001

生麺詰合せセット（みそ煮込み
うどん×きしめん×カレーきし
めん×どて煮）

10,000円

・みそ煮込みうどん
めん（120g×4）つゆ（60g×4
）
・きしめん
めん（120g×2）つゆ（40g×2

【管理番号】AH002

名古屋伝統の味噌煮込みうどん
（4食セット）大正１４年創業味
噌煮込みうどんの山本屋手打…

10,000円

・手打ち生麺（120g×4）
・味噌煮込みうどんの素（80g
×4）
・出汁パック（10g×4)
・味噌煮込みうどんの作り方説

【管理番号】FW002

名古屋伝統のカレー煮込みうど
ん（４食セット）大正１４年創
業味噌煮込みうどんの山本屋…

10,000円

・手打ち生麺（120g×4）
・カレー煮込みうどんの素（20
0g×4）
・出汁パック（10g×4）
・味噌煮込みうどんの作り方説

【管理番号】FW005

名古屋コーチン味噌煮込みうど
ん（２食セット）大正１４年創
業味噌煮込みうどんの山本屋…

10,000円

・手打ち生麺（120g×2）
・味噌煮込みうどんの素（80g
×2）
・名古屋コーチン入り出汁（30
g×2）

【管理番号】FW007

名古屋名物半生めん味噌煮込う
どんフレッシュギフト6食入り

10,000円

半生めん220ｇ×3（1袋2食入り
）、あじ味噌100ｇ×6、かつお
8ｇ×6

【管理番号】AG002

紅白・味噌煮込みうどん８食

10,000円

極太煮込み専用生うどん１５０
ｇ×８袋
紅味噌スープ・白味噌スープ×
各４袋（計８食）
柚胡椒・七味唐辛子×各４袋

【管理番号】BR116

名古屋名物生めん味噌煮込うど
んフレッシュギフト6食入り

11,000円

生めん120ｇ×6、あじ味噌100
ｇ×6、かつお8ｇ×6

【管理番号】AG001

名古屋伝統の味噌煮込みうどん
（6食セット）大正１４年創業味
噌煮込みうどんの山本屋手打…

15,000円

・手打ち生麺（120g×6）
・味噌煮込みうどんの素（80g
×6）
・出汁パック（10g×6）
・味噌煮込みうどんの作り方説

【管理番号】FW003

名古屋伝統のカレー煮込みうど
ん（６食セット）大正１４年創
業味噌煮込みうどんの山本屋…

15,000円

・手打ち生麺（120g×6）
・カレー煮込みうどんの素（20
0g×6）
・出汁パック（10g×6）
・味噌煮込みうどんの作り方説

【管理番号】FW006
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愛知県　名古屋市

名古屋コーチン味噌煮込みうど
ん（４食セット）大正１４年創
業味噌煮込みうどんの山本屋…

20,000円

・手打ち生麺（120g×4）
・味噌煮込みうどんの素（80g
×4）
・名古屋コーチン入り出汁（30
g×4）

【管理番号】FW008

名古屋コーチン味噌煮込みうど
ん（６食セット）大正１４年創
業味噌煮込みうどんの山本屋…

30,000円

・手打ち生麺（120g×6）
・味噌煮込みうどんの素（80g
×6）
・名古屋コーチン入り出汁（30
g×6）

【管理番号】FW009

濃厚にんにく味噌味！≪豚系・
味噌ラーメン２食》

5,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
２玉
濃厚にんにく味噌スープ（１０
０ｇ）×２袋
豚骨味油（１０ｇ）×４袋

【管理番号】BR107

濃厚がっつり醤油味！《二郎系
ラーメン２食》

5,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
２玉
濃厚にんにく醤油スープ（１０
０ｇ）×２袋
二郎専用・味油（７ｇ）×４袋

【管理番号】BR100

濃厚にんにく味噌味！≪豚系・
味噌ラーメン３食》

7,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
３玉
濃厚にんにく味噌スープ（１０
０ｇ）×３袋
豚骨味油（１０ｇ）×６袋

【管理番号】BR108

濃厚がっつり醤油味！《二郎系
ラーメン3食》

7,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
３玉
濃厚がっつり醤油スープ（１０
０ｇ）×３袋
二郎専用・味油（７ｇ）×６袋

【管理番号】BR101

濃厚がっつり醤油味&にんにく味
噌味！《二郎系食べ比べ４食》

8,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
４玉
濃厚がっつり醤油＆味噌スープ
（１００ｇ）×各２袋
二郎系・専用味油（７ｇ）豚骨

【管理番号】BR104

濃厚がっつり醤油味！《二郎系
ラーメン5食》

9,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
５玉
濃厚にんにく醤油スープ（１０
０ｇ）×５袋
二郎専用・味油（７ｇ）×１０

【管理番号】BR102

濃厚にんにく味噌味！≪豚系・
味噌ラーメン５食》

10,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
５玉
濃厚にんにく味噌スープ（１０
０ｇ）×５袋
豚骨味油（１０ｇ）×１０袋

【管理番号】BR109

吉珍樓特製四川風本格担担麺（4
食セット）

10,000円

【4食入り】めん（130ｇ）×4
、ごまだれ×4、肉味噌×4、辣
油（105ｇ）×1

【管理番号】DS001

濃厚汁なし担担麺（4食セット）

10,000円

【4食入り】めん（150ｇ）×4
、汁なし用ごまだれ×4、肉味
噌×4、辣油（105ｇ）×1

【管理番号】DS002

担担麺MIXセット（4食セット）
【担担麺2食、汁なし2食】

10,000円

【担担麺2食めん（130ｇ）×２
,ごまだれ×２】、【汁なし2食
めん（150ｇ）×2、汁なし用ご
まだれ×2】、肉味噌×4、辣油
（105ｇ）×1

【管理番号】DS003
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愛知県　名古屋市

濃厚にんにく味噌味！≪豚系・
味噌ラーメン３食》チャーシュ
ー付き

13,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
３玉
濃厚にんにく味噌スープ（１０
０ｇ）×３袋
豚骨味油（１０ｇ）×６袋

【管理番号】BR110

濃厚がっつり醤油味！《二郎系
ラーメン３食》チャーシュー付
き

13,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
３玉
濃厚にんにく味噌スープ（１０
０ｇ）×３袋
豚骨味油（１０ｇ）×６袋

【管理番号】BR105

名古屋名物味仙本店台湾ラーメ
ン２食入り×３箱

14,000円

生めん110ｇ×2
特製ミンチ150ｇ×2

【管理番号】CD004

濃厚がっつり醤油味&にんにく味
噌味！《二郎系食べ比べ４食》
チャーシュー付き

14,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
４玉
濃厚がっつり醤油＆味噌スープ
（１００ｇ）×各２袋
二郎系・専用味油（７ｇ）豚骨

【管理番号】BR103

濃厚にんにく味噌味！≪豚系・
味噌ラーメン５食》チャーシュ
ー付き

15,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
５玉
濃厚にんにく味噌スープ（１０
０ｇ）×５袋
豚骨味油（１０ｇ）×１０袋

【管理番号】BR111

濃厚がっつり醤油味！《二郎系
ラーメン5食》チャーシュー付き

15,000円

超極太オーション麺２５０ｇ×
５玉
濃厚にんにく醤油スープ（１０
０ｇ）×５袋
豚骨味油（１０ｇ）×１０袋

【管理番号】BR106

吉珍樓特製四川風本格担担麺（8
食セット）

20,000円

【8食入り】めん（130ｇ）×8
、ごまだれ×8、肉味噌×8、辣
油（105ｇ）×2

【管理番号】DS004

濃厚汁なし担担麺（8食セット）

20,000円

【8食入り】めん（150ｇ）×8
、汁なし用ごまだれ×8、肉味
噌×8、辣油（105ｇ）×2

【管理番号】DS005

担担麺MIXセット（8食セット）
【担担麺4食、汁なし4食】

20,000円

【担担麺4食めん（130ｇ）×4,
ごまだれ×4】、【汁なし4食め
ん（150ｇ）×4、汁なし用ごま
だれ×4】、肉味噌×8、辣油（
105ｇ）×2

【管理番号】DS006

吉珍樓特製四川風本格担担麺（1
2食セット）

30,000円

【12食入り】めん（130ｇ）×1
2、ごまだれ×12、肉味噌×12
、辣油（105ｇ）×3

【管理番号】DS007

濃厚汁なし担担麺（12食セット
）

30,000円

【12食入り】めん（150ｇ）×1
2、汁なし用ごまだれ×12、肉
味噌×12、辣油（105ｇ）×3

【管理番号】DS008

担担麺MIXセット（12食セット）
【担担麺6食、汁なし6食】

30,000円

【担担麺6食めん（130ｇ）×6,
ごまだれ×6】、【汁なし6食め
ん（150ｇ）×6、汁なし用ごま
だれ×6】、肉味噌×12、辣油
（105ｇ）×3

【管理番号】DS009
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愛知県　名古屋市

ローマの歴史を詰め込んだアマ
トリチャーナ冷凍スパゲティ付
き３人前

5,000円

ソース(140g)×3、めん×３

【管理番号】BR135

あんかけパスタソース（冷凍ス
パゲティ付き）５人前

5,000円

ソース(200g)×５、めん×５

【管理番号】BR137

ローマの歴史を閉じ込めたアマ
トリチャーナ冷凍スパゲティ付
き６人前

9,000円

ソース(140g)×６、めん×６

【管理番号】BR136

名古屋名物あんかけパスタソー
ス（冷凍スパゲティ付き）10人
前

9,000円

ソース(200g)×１０、めん×１
０

【管理番号】BR138

台湾まぜそば２食

6,000円

全粒粉極太麺１５０ｇ×２玉
特製台湾ミンチだれ（１００ｇ
）×２袋
魚粉（３ｇ）×２袋
粗挽き乾燥にんにく（３ｇ）×

【管理番号】BR112

濃厚魚介豚骨つけ麺６食セット

8,000円

つけ麺専用生麺２００ｇ×６玉
つけ麺だれ×６袋
魚粉（３ｇ）、乾燥粗挽きにん
にく（３ｇ）豚骨味油（９ｇ）
×各６袋

【管理番号】BR117

魚辛つけ麺６食セット

8,000円

全粒粉極太麺１５０ｇ・特製魚
辛スープ・旨辛魚粉・赤だれ×
各６袋

【管理番号】BR118

台湾まぜそば４食《ギフトボッ
クス》

10,000円

全粒粉極太麺１５０ｇ×４玉
特製台湾ミンチだれ（１００ｇ
）×４袋
魚粉（３ｇ）×４袋
粗挽き乾燥にんにく（３ｇ）×

【管理番号】BR113

台湾まぜそば5食《ギフトボック
ス》

11,000円

全粒粉極太麺１５０ｇ×5玉
特製台湾ミンチだれ（１００ｇ
）×５袋
魚粉（３ｇ）×５袋
粗挽き乾燥にんにく（３ｇ）×

【管理番号】BR114

名古屋の老舗製麺所吉田麺業半
生きしめん、うどん詰合せめん
つゆ付

12,000円

・半生きしめん(240g)×5
・半生うどん(240g)×5
・めんつゆ30ml×20

【管理番号】GJ001

名古屋の老舗製麺所吉田麺業乾
麺きしめん、うどん詰合せめん
つゆ付

12,000円

乾きしめん（220ｇ）×５、乾
うどん（220ｇ）×５、めんつ
ゆ（30ｍｌ）×20

【管理番号】GJ003

名古屋の老舗製麺所吉田麺業乾
麺ひやむぎ、そうめん詰合せざ
るつゆ付

12,000円

乾ひやむぎ（220ｇ）×５乾そ
うめん（200ｇ）×５ざるつゆ
（50ｍｌ）×２０

【管理番号】GJ004
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愛知県　名古屋市

名古屋の老舗製麺所吉田麺業半
生きしめん・うどん詰合せめん
つゆ・味みそ付

13,000円

・半生きしめん(240g)×5
・半生みそ煮込みうどん(240g)
×5
・めんつゆ30ml×10
・味みそ55g×10

【管理番号】GJ002

台湾まぜそば６食《ギフトボッ
クス》

13,000円

全粒粉極太麺１５０ｇ×６玉
特製台湾ミンチだれ（１００ｇ
）×６袋
魚粉（３ｇ）×６袋
粗挽き乾燥にんにく（３ｇ）×

【管理番号】BR115

名古屋の老舗製麺所吉田麺業き
しめん三昧詰合せ

14,000円

半生幅広きしめん（240ｇ）×
２、半生みそ煮込きしめん（24
0ｇ）×２
乾きしめん（220g）×３、乾幅
広きしめん（220g）×３、乾細

【管理番号】GJ005

伝統のだし香るつゆとだしのパ
ック詰め合わせ

9,000円

めんつゆ900ml・鰹たっぷりつ
ゆ900各1個ずつ、
6種国産原料のだしパック144g(
12g×12)2袋

【管理番号】AZ002

お料理は、これでOKだし色々セ
ット

9,000円

煮っころ丼々500ml、釜めしで
んどん500ml、鰹たっぷりつゆ5
00ml、楽だし500ml各1個ずつ

【管理番号】AZ001

日清キャノーラ油1000g×8本

12,000円

日清キャノーラ油1000g×8本

【管理番号】GW003

名古屋コーチン水炊き鍋セット

24,000円

・名古屋コーチンもも肉(500ｇ
)
・スープ(450ｍｌ)
・ポン酢(150ｍｌ)

【管理番号】EJ001

名古屋コーチン味噌鍋セット

24,000円

・名古屋コーチンもも肉(500ｇ
)
・鍋用味噌スープ(450ｍｌ)

【管理番号】EJ002

KKRホテル名古屋利用券A9,000円

30,000円

1,000円券×9枚

【管理番号】GQ001

ホテルウィングインターナショ
ナルセレクト名古屋栄【禁煙】
ダブルルームペア宿泊券(朝食…

47,000円

【禁煙】ダブルルーム(1室2名
様まで)の宿泊券
・広さ：15平米
・ベッド：140cm幅のベッド1台

【管理番号】JS001

KKRホテル名古屋利用券B15,000
円

50,000円

1,000円券×15枚

【管理番号】GQ002

ホテルウィングインターナショ
ナルセレクト名古屋栄【禁煙】
ツインルームペア宿泊券(朝食…

60,000円

【禁煙】ツインルーム(1室2名
様まで)の宿泊券
・広さ：20平米
・ベッド：120cm幅のベッド2台

【管理番号】JS002
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愛知県　名古屋市

KKRホテル名古屋利用券C21,000
円

70,000円

1,000円券×21枚

【管理番号】GQ003

名鉄グランドホテルツインルー
ムペア宿泊券（朝食付）

71,000円

【ペア宿泊券（朝食付）】
お部屋タイプ：ツインルーム

【管理番号】BY001

KKRホテル名古屋利用券D30,000
円

100,000円

1,000円券×30枚

【管理番号】GQ004

あさくまオリジナルお食事券300
0円（1名様分）

10,000円

あさくまステーキ
サラダバー
ドリンクバー付き

【管理番号】BQ001

あさくまオリジナルお食事券600
0円（2名様分）

20,000円

テンダーロインステーキ150ｇ
サラダバー
ドリンクバー付き
上記、2食分のご提供となりま
す。

【管理番号】BQ002

≪平日限定≫オールデイダイニ
ング【モンマルトル】ペアラン
チ券

27,000円

≪平日限定≫ローストビーフor
ステーキランチ券
一枚（セミブッフェ付）

【管理番号】FB004

≪土・日・祝限定≫オールデイ
ダイニング【モンマルトル】ペ
アランチ券

30,000円

≪土・日・祝限定≫ウィークエ
ンドブッフェペアランチ券一枚
（セミブッフェ付）

【管理番号】FB005

メインダイニング【ロワール】
ペアランチ券

37,000円

メインダイニング【ロワール】
ペアランチ券一枚(フレンチ・
鉄板焼きいずれかお選びいただ
けます)

【管理番号】FB002

あさくまオリジナルお食事券120
00円（4名様分）

40,000円

サーロインステーキ200ｇ
サラダバー
ドリンクバー付き
上記、4食分のご提供となりま
す。

【管理番号】BQ003

スタンダードツインペアご宿泊
券（一泊朝食付、1～2名様）

80,000円

スタンダードツインペアご宿泊
券一枚
（一泊朝食付、1～2名様1室利
用）

【管理番号】FB001

メインダイニング【ロワール】
ペアディナー券

100,000円

メインダイニング【ロワール】
ペアディナー券一枚(フレンチ
・鉄板焼きいずれかお選びいた
だけます)

【管理番号】FB003

MRI検査（脳ドック）

147,000円

【1名様脳ドックコース】約1時
間30分

【管理番号】HD001
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愛知県　名古屋市

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券1500円

5,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券1,500円分（1,0
00円×1枚、500円×1枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH001

ひつまぶしう家お食事券三千円
分

10,000円

千円のお食事券ｘ3枚

【管理番号】FX016

札幌かに家・北海道かに将軍お
食事券三千円分

10,000円

千円のお食事券ｘ3枚

【管理番号】FX018

お肉の専門店「スギモト」3,000
円お食事券

10,000円

スギモトお食事券1000円3枚

【管理番号】GH013

カフェmagnetお食事券【3,000円
分】

10,000円

3,000円分(500円商品券×6枚)

【管理番号】JR002

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券3000円

10,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券3,000円分（1,0
00円×3枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH002

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券4500円

15,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券4,500円分（1,0
00円×4枚、500円×1枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH003

ひつまぶしう家お食事券五千円
分

17,000円

千円のお食事券ｘ5枚

【管理番号】FX017

札幌かに家・北海道かに将軍お
食事券五千円分

17,000円

五千円のお食事券×1枚

【管理番号】FX019

お肉の専門店「スギモト」5,000
円お食事券

17,000円

スギモトお食事券1000円5枚

【管理番号】GH010

カフェmagnetお食事券【5,000円
分】

17,000円

5,000円分(500円商品券×10枚)

【管理番号】JR001

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券6000円

20,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券6,000円分（1,0
00円×6枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH004
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愛知県　名古屋市

名鉄グランドホテルペアランチ
券

22,000円

【ペアランチ券(2名様￥6,000
相当)】

◆対象レストラン
名鉄グランドホテル

【管理番号】BY002

サイプレスガーデンホテルレス
トラン『ヴェルジェ』ご昼食又
はご夕食券

28,000円

お食事券は昼食、又は夕食の時
間帯にご利用いただけます（緊
急事態宣言・まん延防止等重点
措置の関係で閉店時間が早くな
る場合がございます。詳しく…

【管理番号】CB002

名古屋の地元食材×中東料理”
で新感覚のモダンオリエンタル
料理を味わう『ザリビングルー

30,000円

【ランチペアチケット】

【管理番号】FR001

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券9000円

30,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券9,000円分（1,0
00円×9枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH005

バーミキュラレストランザファ
ウンダリーディナーチケット10,
000円分

34,000円

ディナーチケット10,000円分（
5,000円×2枚）
【完全予約制】

【管理番号】BG021

加賀屋名古屋店御膳料理ペアご
利用券

34,000円

2名様お食事券

【管理番号】CN001

お肉の専門店「スギモト」10,00
0円お食事券

34,000円

スギモトお食事券1,000円×10
枚

【管理番号】GH011

名鉄グランドホテルペアディナ
ー券

37,000円

【ペアディナー券(2名様￥10,0
00相当)】
◆対象レストラン
名鉄グランドホテル
・カジュアルダイニングアイリ

【管理番号】BY003

名古屋の街並みを一望できる夜
景と地元食材を使用したモダン
オリエンタル料理を楽しむ『…

47,000円

【ディナーペアチケット】

【管理番号】FR002

バーミキュラレストランザファ
ウンダリーディナーチケット15,
000円分

50,000円

ディナーチケット15,000円分（
5,000円×3枚）
【完全予約制】

【管理番号】BG031

お肉の専門店「スギモト」15,00
0円お食事券

50,000円

スギモトお食事券1000円15枚

【管理番号】GH012

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券15000円

50,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券15,000円分（1,
000円×15枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH006
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愛知県　名古屋市

料亭河文会席料理ランチペアチ
ケット

67,000円

【会席料理ランチペアチケット
】
２名様分のご昼食券

【管理番号】BC003

バーミキュラレストランザファ
ウンダリーディナーチケット20,
000円分

67,000円

ディナーチケット20,000円分（
5,000円×4枚）
【完全予約制】

【管理番号】BG032

加賀屋名古屋店会席料理ペアご
利用券（全9品の会席料理）

67,000円

2名様お食事券

【管理番号】CN002

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券21000円

70,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券21,000円分（1,
000円×21枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH007

【お食事券】最高等級松阪牛ス
テーキ「葵コース」1名様分

85,000円

サラダ・本日のお口取り・本日
のお肉一品料理・コーンスープ
・帆立の鉄板焼・A5松阪牛ステ
ーキ・御飯物・デザート・コー
ヒーの全9品【1名様分】

【管理番号】AF002

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券30000円

100,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券30,000円分（1,
000円×30枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH008

【お食事券】最高等級松阪牛シ
ャトーブリアンステーキ「葵コ
ース」1名様分

103,000円

サラダ・本日のお口取り・本日
のお肉一品料理・コーンスープ
・帆立の鉄板焼・A5松阪牛シャ
トーブリアンステーキ・御飯物
・デザート・コーヒーの全9…

【管理番号】AF003

【お食事券】最高等級松阪牛ス
テーキ「徳川コース」1名様分

129,000円

サラダ・11種類のA5松阪牛ステ
ーキのアレンジ（塩から始まり
、煮込みやハンバーグ、揚げ物
など様々な味わいで）、御飯物
、デザート、コーヒーの全15…

【管理番号】AF004

料亭河文会席料理ディナーペア
チケット

134,000円

【会席料理ディナーペアチケッ
ト】
２名様分のご夕食券

【管理番号】BC004

加賀屋名古屋店会席料理ペアご
利用券（おまかせ会席料理）

134,000円

2名様お食事券

【管理番号】CN003

【お食事券】最高等級松阪牛ス
テーキ「家康コース」1名様分

140,000円

サラダ・前菜盛り合わせ・A5松
阪牛ステーキ・A5松阪牛のしゃ
ぶしゃぶ・A5松阪牛のすき焼き
・御飯・味噌汁・デザート・コ
ーヒーの全9品【1名様分】

【管理番号】AF005

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券60000円

200,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券60,000円分（1,
000円×60枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH009
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愛知県　名古屋市

重要文化財「料亭八勝館」ペア
御食事券

220,000円

ランチ・ディナー共にご利用可
能なペア食事券。
１５ｃｍ×７．５ｃｍ（変更の
可能性あり）。

【管理番号】AS001

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券90000円

300,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券90,000円分（1,
000円×90枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH010

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券150000円

500,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券150,000円分（1
,000円×150枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH011

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券210000円

700,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券210,000円分（1
,000円×210枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH012

月島もんじゃくうやで使える加
納コーポレーション株式会社の
商品券300000円

1,000,000円

名古屋市内のもへじグループで
使えるお食事券300,000円分（1
,000円×300枚）

●月島もんじゃくうや名古屋久

【管理番号】JH013

【ゆめ・プレミアムアートコレ
クション寄附金専用】常設展1年
間定期観覧券

5,000円

常設展1年間定期観覧券１枚
(常設展1年間定期観覧券で、特
別展はご覧いただけません。)

【管理番号】NA001

名古屋港水族館入館券（大人入
館券）

7,000円

名古屋港水族館
大人入館券１枚

【管理番号】GD001

４施設共通入館券（大人入館券
）

9,000円

４施設共通入館券大人１枚

【管理番号】GD005

【東山動植物園寄附金専用】東
山動植物園定期観覧券

10,000円

東山動植物園定期観覧券引換券
1枚

【管理番号】NA032

徳川美術館ペア一般入場券

10,000円

一般入場券2枚

【管理番号】FG001

宗次ホールクラシックコンサー
トギフト券

10,000円

1枚1,000円×3枚＝3,000円ご利
用券

【管理番号】AT002

名古屋港水族館入館券（大人、
小中学生入館券）

11,000円

名古屋港水族館
大人入館券１枚
小中学生入館券１枚

【管理番号】GD003
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愛知県　名古屋市

徳川美術館・名古屋港水族館入
館券（限定柄）セット

12,000円

徳川美術館一般入館券1枚。名
古屋港水族館一般入館券（限定
柄）1枚、合計2枚

【管理番号】FG002

名古屋港水族館入館券（大人入
館券２枚）

14,000円

名古屋港水族館
大人入館券２枚

【管理番号】GD002

名古屋港水族館（年間パスポー
ト引換券）

18,000円

名古屋港水族館
大人、年間パスポート引換券１
枚

【管理番号】GD004

徳川美術館・名古屋港水族館ペ
ア入館券（限定柄）セット

24,000円

徳川美術館一般入館券2枚。名
古屋港水族館一般入館券（限定
柄）2枚、合計4枚

【管理番号】FG003

「和食竜むら」のうなぎひつま
ぶしがペアで利用できるお食事
券（7,500円分）

25,000円

うなぎひつまぶし御膳×２人分
（店内利用）食事券1枚

【管理番号】DD008

レゴランド®・ジャパンファミリ
ー３1DAYパスポート

42,000円

レゴランド®・ジャパンの１Ｄ
ＡＹパスポート
「レゴランド®・ジャパンファ
ミリー３」
おとな・こども合わせて３名分

【管理番号】BJ001

サイプレスガーデンホテルツイ
ンルーム宿泊券（朝食付き）

60,000円

客室の広さは24平方メートルと
なります。

【管理番号】CB001

天然温泉みどり楽の湯全日入泉
ご招待券6枚セット

15,000円

【全日入泉ご招待券】
６枚セット

【管理番号】BV001

有松しぼり・染めハンカチコー
ス体験チケット

8,000円

【1名様ハンカチコース体験チ
ケット】

【管理番号】FH001

有松しぼり・染め手ぬぐいコー
ス体験チケット

9,000円

【1名様手ぬぐいコース体験チ
ケット】

【管理番号】FH002

有松しぼり・染めＴシャツコー
ス体験チケット

17,000円

【1名様Ｔシャツコース体験チ
ケット】

【管理番号】FH003

ジュラシックアカデミーパーソ
ナルトレーニング

34,000円

パーソナルトレーニング1回券:
70分

【管理番号】CM001
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愛知県　名古屋市

体験！伝統工芸有松・鳴海絞「
雪花絞りの浴衣１反染めよう」

57,000円

・知多木綿浴衣生地
(幅約39ｃｍ×長さ約１３ｍ)
・知多木綿手ぬぐい生地
(幅約35ｃｍ×長さ約１ｍ)

【管理番号】BL001

フェイシャルデトックスエステ
【女性限定】

92,000円

フェイシャルデトックスエステ
７０分

【管理番号】AA006

空き家管理サポート事業

11,000円

●門扉の施錠、破損確認
●住宅、付属建物（車庫・納屋
等）の玄関の施錠や破損、屋根
、外壁や基礎部分の損傷確認
●窓や雨戸、勝手口の施錠、損

【管理番号】EY002

プロのお墓掃除代行（刻心堂の
ふるさとお墓サポート）：水洗
い

15,000円

・お墓の水洗い洗浄墓地内の清
掃（枯れた供花の処分・ゴミ拾
い）
・お線香のお供え
・写真付き報告書（お墓の診断

【管理番号】EW003

墓地清掃サポート事業

17,000円

墓地の清掃（ごみや落ち葉の清
掃・草取りなど）、墓石の清掃
（水拭き清掃、小物類の清掃）
、水・線香のお供え、作業前後
を写真で報告

【管理番号】EY001

プロのお墓掃除代行（刻心堂の
ふるさとお墓サポート）：水洗
い・花のお供え

22,000円

・お墓の水洗い洗浄墓地内の清
掃（枯れた供花の処分・ゴミ拾
い）
・お花のお供え×１対（2,000
円相当）お線香のお供え

【管理番号】EW002

プロのお墓掃除代行（刻心堂の
ふるさとお墓サポート）：水洗
い・花のお供え・草抜き

30,000円

・お墓の水洗い洗浄墓地内の草
抜き（一坪まで）、清掃（枯れ
た花の処分・ゴミ拾い）
・お花のお供え×１対（2,000
円相当のお花）、お線香のお供

【管理番号】EW001

世界初！電波塔に泊まれる「THE
TOWERHOTELNAGOYA」ペア宿泊券
（1泊朝食付）

170,000円

大人2名様／1泊朝食付（消費税
、サービス料込）
※ご夕食や追加のお飲み物の料
金は現地にて別途お支払いくだ
さい。

【管理番号】FS005

世界初！電波塔に泊まれる「THE
TOWERHOTELNAGOYA」ジュニアス
イートルームペア宿泊券（1…

240,000円

大人2名様／1泊朝食付（消費税
、サービス料込）
※追加のお飲み物の料金は現地
にて別途お支払いください。

【管理番号】FS003

世界初！電波塔に泊まれる「THE
TOWERHOTELNAGOYA」ペア宿泊券
（1泊2食付）

250,000円

大人2名様／1泊夕朝食付（消費
税、サービス料込）
※追加のお飲み物の料金は現地
にて別途お支払いください。

【管理番号】FS006

世界初！電波塔に泊まれる「THE
TOWERHOTELNAGOYA」ジュニアス
イートルームペア宿泊券（1…

320,000円

大人2名様／1泊夕朝食付（消費
税、サービス料込）
※追加のお飲み物の料金は現地
にて別途お支払いください。

【管理番号】FS004

世界初！電波塔に泊まれる「THE
TOWERHOTELNAGOYA」スイートル
ームペア宿泊券（1泊朝食付）

470,000円

大人2名様／1泊朝食付（消費税
、サービス料込）
※追加のお飲み物の料金は現地
にて別途お支払いください。

【管理番号】FS001
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世界初！電波塔に泊まれる「THE
TOWERHOTELNAGOYA」スイートル
ームペア宿泊券（1泊2食付）

550,000円

大人2名様／1泊夕朝食付（消費
税、サービス料込）
※追加のお飲み物の料金は現地
にて別途お支払いください。

【管理番号】FS002

空き家管理サービス(ふるさと納
税専用1回コース）

22,000円

【作業回数/現地作業時間】
1回/45分

【サービス内容】
建物外観確認/戸締り確認/庭木

【管理番号】DZ001

スマートフォン用CDレコーダー
「ラクレコ」ケーブルモデル

33,000円

■外形寸法：145×17×168mm※
本体のみ（突起部除く）
■質量：約350g※本体のみ
■付属品：ACアダプター、バッ
クアップ用DVD-R、ケーブル（U

【管理番号】GY004

BUFFALOスマートフォン用CDレコ
ーダー「ラクレコ」

34,000円

・外形寸法：145×17×168mm※
本体のみ（突起部除く）
・質量：約350g※本体のみ
・付属品：ACアダプター、バッ
クアップ用DVD-

【管理番号】GY001

リンクステーションRAID機能対
応ネットワーク対応HDD(2TB)

106,000円

■外形寸法：87×128×205mm※
本体のみ（突起部除く）
■質量：約2.5kg※本体のみ
■付属品：本体、LANケーブル
（2m）、ACアダプター、ユーテ

【管理番号】GY002

リンクステーションRAID機能対
応ネットワーク対応HDD(12TB)

286,000円

■外形寸法：87×128×205mm※
本体のみ（突起部除く）
■質量：約2.5kg※本体のみ
■付属品：本体、LANケーブル
（2m）、ACアダプター、ユーテ

【管理番号】GY003

オゾン発生装置エアフレッシュE
X

470,000円

128mm（高さ）×277mm（幅）×
113mm（奥行）
2.4ｋｇ（重量）
コード：1.9ｍｍ
電源：100V50/60HZ共用

【管理番号】GS001

組子コースター3個セット

14,000円

コースター1枚サイズ
W:96×D:96×H:10
重さ：22g

【管理番号】CC007

HINOKIBENTO

34,000円

本体サイズ
W：164mmxD：102mmxH：63mm
重さ：145g

【管理番号】CC003

ノリタケ置物招き猫(小)右手

37,000円

サイズ高さ：約12cm、幅：約6.
5cm、重量、約171g素材：ボー
ンチャイナ製

【管理番号】GC023

HINOKIBENTO＋

45,000円

本体サイズ
W：164mmxD：102mmxH：63mm
内容器サイズ
W：60mmxD：82mmxH：50mm
重さ：180g

【管理番号】CC004

URUSHIBENTO

54,000円

本体サイズ
W:163mm×D:163mm×H:269mm
重さ：155ｇ

【管理番号】CC005
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URUSHIBENTO+

64,000円

本体サイズ
W：164mmxD：102mmxH：63mm
内容器サイズ
W：60mmxD：82mmxH：50mm
重さ：185g

【管理番号】CC006

ノリタケ「オマージュコレクシ
ョン」コーヒー碗皿”色絵金彩
菫文”

110,000円

サイズ【カップ】口径：約7cm
、直径(取っ手含)：約10cm、高
さ：約8cm【ソーサー】直径：
約15cm、高さ：約2cm
重量：約279g、容量：約180ml(

【管理番号】GC009

ノリタケ「オマージュコレクシ
ョン」コーヒー碗皿”桃色金彩
薔薇文”

110,000円

サイズ【カップ】口径：約7cm
、直径(取っ手含)：約10cm、高
さ：約8cm【ソーサー】直径：
約15cm、高さ：約2cm
重量：約279g、容量：約180ml(

【管理番号】GC010

ノリタケ「オマージュコレクシ
ョン」コーヒー碗皿”色絵金彩
桜文”

129,000円

サイズ【カップ】口径：約7cm
、直径(取っ手含)：約10cm、高
さ：約8cm【ソーサー】直径：
約15cm、高さ：約2cm
重量：約279g、容量：約180ml(

【管理番号】GC011

SANBOUボトルクーラースリム

140,000円

本体サイズ
W:138mm×D:138ｍｍ×H:221mm
重さ：234g

【管理番号】CC001

SANBOUボトルクーラーラージ

177,000円

本体サイズ
W:163mm×D:163mm×H:269mm
重さ：365

【管理番号】CC002

【なごや市バス・地下鉄応援寄
附金専用】市バス方向幕タオル

10,000円

市バス方向幕タオル1枚

【管理番号】NA010

ベビー敷き布団2点セット（ミニ
ベビーベッド用約60×90cm）敷
き布団＋敷きふとん用シーツ…

14,000円

・固わた敷きふとん中芯（ミニ
ベビーベッド用約60×90×5ｃ
ｍ）
・敷きふとん用シーツ（ミニベ
ビーベッド用約68×98ｃｍ綿10

【管理番号】EX009

ベビー敷き布団2点セット（ミニ
ベビーベッド用約60×90cm）敷
き布団＋敷きふとん用シーツ…

14,000円

・固わた敷きふとん中芯（ミニ
ベビーベッド用約60×90×5ｃ
ｍ）
・敷きふとん用シーツ（ミニベ
ビーベッド用約68×98ｃｍ綿10

【管理番号】EX010

ベビー敷き布団2点セット（ミニ
ベビーベッド用約60×90cm）敷
き布団＋敷きふとん用シーツ…

14,000円

・固わた敷きふとん中芯（ミニ
ベビーベッド用約60×90×5ｃ
ｍ）
・敷きふとん用シーツ（ミニベ
ビーベッド用約68×98ｃｍ綿10

【管理番号】EX011

ベビー敷き布団2点セット（ミニ
ベビーベッド用約60×90cm）敷
き布団＋敷きふとん用シーツ…

14,000円

・固わた敷きふとん中芯（ミニ
ベビーベッド用約60×90×5ｃ
ｍ）
・敷きふとん用シーツ（ミニベ
ビーベッド用約68×98ｃｍ綿10

【管理番号】EX012

ベビー敷き布団2点セット（ミニ
ベビーベッド用約60×90cm）敷
き布団＋敷きふとん用シーツ…

14,000円

・固わた敷きふとん中芯（ミニ
ベビーベッド用約60×90×5ｃ
ｍ）
・敷きふとん用シーツ（ミニベ
ビーベッド用約68×98ｃｍ綿10

【管理番号】EX013
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ベビー敷き布団2点セット（ミニ
ベビーベッド用約60×90cm）敷
き布団＋敷きふとん用シーツ…

14,000円

・固わた敷きふとん中芯（ミニ
ベビーベッド用約60×90×5ｃ
ｍ）
・敷きふとん用シーツ（ミニベ
ビーベッド用約68×98ｃｍ綿10

【管理番号】EX014

2423-9999-04■6重ガーゼケット
綿100%ぞうベビーギフト出産祝
いプレゼント

15,000円

6重ガーゼケット×1着
100cm×70cm
【ぞう】

※画像はイメージです。

【管理番号】JA001VC001

2423-9999-15■6重ガーゼケット
綿100%ひつじベビーギフト出産
祝いプレゼント

15,000円

6重ガーゼケット×1着
100cm×70cm
【ひつじ】

※画像はイメージです。

【管理番号】JA001VC002

2431-9999-19■6重ガーゼケット
綿100%洋ナシベビーギフト出産
祝いプレゼント

15,000円

6重ガーゼケット×1着
100cm×70cm
【洋ナシ】

※画像はイメージです。

【管理番号】JA001VC003

2431-9999-02■6重ガーゼケット
綿100%シェブロンサックスベビ
ーギフト出産祝いプレゼント

15,000円

6重ガーゼケット×1着
100cm×70cm
【シェプロンサックス】

※画像はイメージです。

【管理番号】JA001VC004

2431-9999-52■6重ガーゼケット
綿100%くもベビーギフト出産祝
いプレゼント

15,000円

6重ガーゼケット×1着
100cm×70cm
【くも】

※画像はイメージです。

【管理番号】JA001VC005

2431-9999-50■6重ガーゼケット
綿100%くまベビーギフト出産祝
いプレゼント

15,000円

6重ガーゼケット×1着
100cm×70cm
【くま】

※画像はイメージです。

【管理番号】JA001VC006

2431-9999-54■6重ガーゼケット
綿100%カラフルアニマルベビー
ギフト出産祝いプレゼント

15,000円

6重ガーゼケット×1着
100cm×70cm
【カラフルアニマル】

※画像はイメージです。

【管理番号】JA001VC007

3340-9999-04■6重ガーゼスリー
パーMサイズぞう綿100%ベビーギ
フト出産祝いプレゼント

15,000円

6重ガーゼスリーパーMサイズ×
1着
着丈58×身幅35cm（Mサイズ）
【ぞう】

【管理番号】JA002VC001

3340-9999-15■6重ガーゼスリー
パーMサイズ綿100%ひつじベビー
ギフト出産祝いプレゼント

15,000円

6重ガーゼスリーパーMサイズ×
1着
着丈58×身幅35cm（Mサイズ）
【ひつじ】

【管理番号】JA002VC002

3340-9999-02■6重ガーゼスリー
パーMサイズ綿100%シェブロンサ
ックスベビーギフト出産祝い…

15,000円

6重ガーゼスリーパーMサイズ×
1着
着丈58×身幅35cm（Mサイズ）
【シェプロンサックス】

【管理番号】JA002VC003

3340-9999-19■6重ガーゼスリー
パーMサイズ綿100%洋ナシベビー
ギフト出産祝いプレゼント

15,000円

6重ガーゼスリーパーMサイズ×
1着
着丈58×身幅35cm（Mサイズ）
【洋ナシ】

【管理番号】JA002VC004
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3340-9999-52■6重ガーゼスリー
パーMサイズ綿100%くもベビーギ
フト出産祝いプレゼント

15,000円

6重ガーゼスリーパーMサイズ×
1着
着丈58×身幅35cm（Mサイズ）
【くも】

【管理番号】JA002VC005

3340-9999-50■6重ガーゼスリー
パーMサイズ綿100%くまベビーギ
フト出産祝いプレゼント

15,000円

6重ガーゼスリーパーMサイズ×
1着
着丈58×身幅35cm（Mサイズ）
【くま】

【管理番号】JA002VC006

3340-9999-54■6重ガーゼスリー
パーMサイズ綿100%カラフルアニ
マルベビーギフト出産祝いプ…

15,000円

6重ガーゼスリーパーMサイズ×
1着
着丈58×身幅35cm（Mサイズ）
【カラフルアニマル】

【管理番号】JA002VC007

4262-8888-60■妊婦さんのため
の洗える抱き枕レギュラーサイ
ズキナコイロ（授乳クッション

16,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月レギュラーサイズ×1個

約長さ120×幅20×高さ19cm
カバーサイズ約123×31cm

【管理番号】JA004VC001

4262-8888-52■妊婦さんのため
の洗える抱き枕レギュラーサイ
ズメモリアルスター（授乳クッ

16,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月レギュラーサイズ×1個

約長さ120×幅20×高さ19cm
カバーサイズ約123×31cm

【管理番号】JA004VC002

4262-8888-54■妊婦さんのため
の洗える抱き枕レギュラーサイ
ズミントドット（授乳クッショ

16,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月レギュラーサイズ×1個

約長さ120×幅20×高さ19cm
カバーサイズ約123×31cm

【管理番号】JA004VC003

4262-8888-61■妊婦さんのため
の洗える抱き枕レギュラーサイ
ズパイルベージュ（授乳クッシ

16,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月レギュラーサイズ×1個

約長さ120×幅20×高さ19cm
カバーサイズ約123×31cm

【管理番号】JA004VC004

4262-8888-56■妊婦さんのため
の洗える抱き枕レギュラーサイ
ズ天竺グレーボーダー（授乳ク

16,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月レギュラーサイズ×1個

約長さ120×幅20×高さ19cm
カバーサイズ約123×31cm

【管理番号】JA004VC005

3341-9999-04■6重ガーゼスリー
パーLサイズ綿100%ぞうベビーギ
フト出産祝いプレゼント

18,000円

6重ガーゼスリーパーLサイズ×
1着
着丈64×身幅39cm（Lサイズ）
【ぞう】

【管理番号】JA003VC001

3341-9999-15■6重ガーゼスリー
パーLサイズ綿100%ひつじベビー
ギフト出産祝いプレゼント

18,000円

6重ガーゼスリーパーLサイズ×
1着
着丈64×身幅39cm（Lサイズ）
【ひつじ】

【管理番号】JA003VC002

3341-9999-02■6重ガーゼスリー
パーLサイズ綿100%シェブロンサ
ックスベビーギフト出産祝い…

18,000円

6重ガーゼスリーパーLサイズ×
1着
着丈64×身幅39cm（Lサイズ）
【シェプロンサックス】

【管理番号】JA003VC003

3341-9999-19■6重ガーゼスリー
パーLサイズ綿100%洋ナシベビー
ギフト出産祝いプレゼント

18,000円

6重ガーゼスリーパーLサイズ×
1着
着丈64×身幅39cm（Lサイズ）
【洋ナシ】

【管理番号】JA003VC004
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3341-9999-52■6重ガーゼスリー
パーLサイズ綿100%くもベビーギ
フト出産祝いプレゼント

18,000円

6重ガーゼスリーパーLサイズ×
1着
着丈64×身幅39cm（Lサイズ）
【くも】

【管理番号】JA003VC005

3341-9999-50■6重ガーゼスリー
パーLサイズ綿100%くまベビーギ
フト出産祝いプレゼント

18,000円

6重ガーゼスリーパーLサイズ×
1着
着丈64×身幅39cm（Lサイズ）
【くま】

【管理番号】JA003VC006

3341-9999-54■6重ガーゼスリー
パーLサイズ綿100%カラフルアニ
マルベビーギフト出産祝いプ…

18,000円

6重ガーゼスリーパーLサイズ×
1着
着丈64×身幅39cm（Lサイズ）
【カラフルアニマル】

【管理番号】JA003VC007

4266-8888-64■妊婦さんのため
の洗える抱き枕ラージサイズキ
ナコイロ（授乳クッションにも

20,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月ラージサイズ×1個

約長さ140×幅23×高さ19cm
カバーサイズ約140×31cm

【管理番号】JA005VC001

4266-8888-51■妊婦さんのため
の洗える抱き枕ラージサイズメ
モリアルスター（授乳クッショ

20,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月ラージサイズ×1個

約長さ140×幅23×高さ19cm
カバーサイズ約140×31cm

【管理番号】JA005VC002

4266-8888-50■妊婦さんのため
の洗える抱き枕ラージサイズミ
ントドット（授乳クッションに

20,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月ラージサイズ×1個

約長さ140×幅23×高さ19cm
カバーサイズ約140×31cm

【管理番号】JA005VC003

4266-8888-62■妊婦さんのため
の洗える抱き枕ラージサイズパ
イルベージュ

20,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月ラージサイズ×1個

約長さ140×幅23×高さ19cm
カバーサイズ約140×31cm

【管理番号】JA005VC004

4266-8888-56■妊婦さんのため
の洗える抱き枕ラージサイズ天
竺グレーボーダー（授乳クッシ

20,000円

妊婦さんのための洗える抱き枕
三日月ラージサイズ×1個

約長さ140×幅23×高さ19cm
カバーサイズ約140×31cm

【管理番号】JA005VC005

1411-9998-04■はじめてママの
お悩みを解決するベビー布団6点
セットミニサイズ無添加キナ…

31,000円

柄：無添加キナリ3匹ぞう
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA024VC01

1411-9998-50■はじめてママの
お悩みを解決するベビー布団6点
セットミニサイズサックスス…

31,000円

柄：サックスストライプフラッ
グ
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg

【管理番号】JA024VC02

1411-9998-51■はじめてママの
お悩みを解決するベビー布団6点
セットミニサイズメモリアル…

31,000円

柄：メモリアルスターフラッグ
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA024VC03

1412-9998-50■はじめてママの
お悩みを解決するベビー布団6点
セットミニサイズラベンダー

31,000円

柄：ラベンダー
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA024VC04
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愛知県　名古屋市

1133-9998-14■はじめてママの
お悩みを解決するベビー布団6点
セットラベンダー

33,000円

カラー：ラベンダー
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA023VC01

1133-9998-01■はじめてママの
お悩みを解決するベビー布団6点
セットブロッサムピンク

33,000円

カラー：ブロッサムピンク
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA023VC02

1133-9998-63■はじめてママの
お悩みを解決するベビー布団6点
セット無添加3匹ぞう

33,000円

カラー：無添加3匹ぞう
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA023VC04

1137-9998-51■はじめてママの
お悩みを解決するベビー布団6点
セットサックスドットフラッグ

33,000円

カラー：サックスドットフラッ
グ
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg

【管理番号】JA023VC05

1137-9998-52■はじめてママの
お悩みを解決するベビー布団6点
セットサックスストライプフ…

33,000円

カラー：サックスストライプフ
ラッグ
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛ふとん（厚）約85×11
5cm重量：約0.4kg

【管理番号】JA023VC06

1411-7700-04■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットミニサイズ…

37,000円

柄：無添加キナリ3匹ぞう
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA022VC01

1411-7700-50■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットミニサイズ…

37,000円

柄：サックスストライプフラッ
グ
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg

【管理番号】JA022VC02

1411-7700-51■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットミニサイズ…

37,000円

柄：メモリアルスターフラッグ
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA022VC03

1412-7700-50■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットミニサイズ…

37,000円

柄：ラベンダー
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛ふとん（厚）約70×85
cm重量：約0.2kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA022VC04

1406-9998-50■わたしとベビー
布団9点セットミニサイズスノウ
×ストローおくるみケットダブ

40,000円

柄：スノウ×ストロー
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA021VC01

1406-9998-51■わたしとベビー
布団9点セットミニサイズスモー
クベージュ×ミモザおくるみケ

40,000円

柄：スモークベージュ×ミモザ
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA021VC02

1406-9998-52■わたしとベビー
布団9点セットミニサイズオール
ドローズ×ガーデンおくるみケ

40,000円

柄：オールドローズ×ガーデン
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA021VC03
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1406-9998-53■わたしとベビー
布団9点セットミニサイズライラ
ックグレー×レイニーおくるみ

40,000円

柄：ライラックグレー×レイニ
ー
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA021VC04

1406-9998-54■わたしとベビー
布団9点セットミニサイズオリー
ブ×タイニースターおくるみケ

40,000円

柄：オリーブ×タイニースター
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA021VC05

1406-9998-55■わたしとベビー
布団9点セットミニサイズスモー
クベージュ×ファープートおく

40,000円

柄：スモークベージュ×ファー
プート
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA021VC06

1133-7700-14■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットラベンダー…

41,000円

柄：ラベンダー
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛ふとん（厚）約85×11
5cm重量：約0.4kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA020VC01

1133-7700-01■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットブロッサム…

41,000円

柄：ブロッサムピンク
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛ふとん（厚）約85×11
5cm重量：約0.4kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA020VC02

1133-7700-63■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セット無添加3匹ぞ

41,000円

柄：無添加3匹ぞう
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛ふとん（厚）約85×11
5cm重量：約0.4kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA020VC04

1137-7700-51■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットサックスド…

41,000円

柄：サックスドットフラッグ
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛ふとん（厚）約85×11
5cm重量：約0.4kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA020VC05

1137-9998-52■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットサックスス…

41,000円

柄：サックスストライプフラッ
グ
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛ふとん（厚）約85×11
5cm重量：約0.4kg

【管理番号】JA020VC06

1137-9998-53■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットメモリアル…

41,000円

柄：メモリアルスターフラッグ
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛ふとん（厚）約85×11
5cm重量：約0.4kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA020VC07

1146-9998-50■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットスノウ
×ストローおくるみケットダブ

44,000円

柄：スノウ×ストロー
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA019VC01

1146-9998-51■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットスモー
クベージュ×ミモザおくるみケ

44,000円

柄：スモークベージュ×ミモザ
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA019VC02

1146-9998-52■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットオール
ドローズ×ガーデンおくるみケ

44,000円

柄：オールドローズ×ガーデン
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA019VC03
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1146-9998-53■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットライラ
ックグレー×レイニーおくるみ

44,000円

柄：ライラックグレー×レイニ
ー
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA019VC04

1146-9998-54■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットオリー
ブ×タイニースターおくるみケ

44,000円

柄：オリーブ×タイニースター
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA019VC05

1146-9998-55■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットスモー
クベージュ×ファープートおく

44,000円

柄：スモークベージュ×ファー
プート
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA019VC06

洗える授乳クッション付きバッ
グdeクーファンエトワールベー
ジュ

46,000円

・洗える授乳クッション（サイ
ズ：縦／約45ｃｍ横／約58ｃｍ
高さ／最大約18ｃｍ）
・バッグdeクーファン（サイズ
：クーファン時／約38×72×25

【管理番号】EX001

洗える授乳クッション付きバッ
グdeクーファンエトワールサッ
クス

46,000円

・洗える授乳クッション（サイ
ズ：縦／約45ｃｍ横／約58ｃｍ
高さ／最大約18ｃｍ）
・バッグdeクーファン（サイズ
：クーファン時／約38×72×25

【管理番号】EX002

洗える授乳クッション付きバッ
グdeクーファンエトワールピン
ク

46,000円

・洗える授乳クッション（サイ
ズ：縦／約45ｃｍ横／約58ｃｍ
高さ／最大約18ｃｍ）
・バッグdeクーファン（サイズ
：クーファン時／約38×72×25

【管理番号】EX003

授乳クッション付きバッグdeク
ーファンプチアンジェホワイト

46,000円

・授乳クッション（サイズ：縦
／約45ｃｍ横／約58ｃｍ高さ／
最大約18ｃｍ）
・バッグdeクーファン（サイズ
：クーファン時／約38×72×25

【管理番号】EX004

授乳クッション付きバッグdeク
ーファンプチアンジェサックス

46,000円

・授乳クッション（サイズ：縦
／約45ｃｍ横／約58ｃｍ高さ／
最大約18ｃｍ）
・バッグdeクーファン（サイズ
：クーファン時／約38×72×25

【管理番号】EX005

授乳クッション付きバッグdeク
ーファンベビーポルカモノトー
ン

46,000円

・授乳クッション（サイズ：縦
／約45ｃｍ横／約58ｃｍ高さ／
最大約18ｃｍ）
・バッグdeクーファン（サイズ
：クーファン時／約38×72×25

【管理番号】EX006

授乳クッション付きバッグdeク
ーファンベビーポルカセピア

46,000円

・授乳クッション（サイズ：縦
／約45ｃｍ横／約58ｃｍ高さ／
最大約18ｃｍ）
・バッグdeクーファン（サイズ
：クーファン時／約38×72×25

【管理番号】EX007

授乳クッション付きバッグdeク
ーファンベビーポルカピンク

46,000円

・授乳クッション（サイズ：縦
／約45ｃｍ横／約58ｃｍ高さ／
最大約18ｃｍ）
・バッグdeクーファン（サイズ
：クーファン時／約38×72×25

【管理番号】EX008

1187-7700-23■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットパイルキナ…

46,000円

カラー：キナコイロ
掛ふとんカバー約85×115cm
ヌード掛ふとん（厚）約85×11
5cm重量：約0.4kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA018VC01
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1187-7700-30■はじめてママの
お悩みを解決するベビー安心キ
レイ布団6点セットパイルアワ…

46,000円

カラー：アワユキイロ
掛ふとんカバー約85×115cm
ヌード掛ふとん（厚）約85×11
5cm重量：約0.4kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA018VC02

1408-9998-30■ベビー布団8点セ
ットミニサイズ超長綿スーピマ
コットングレー

47,000円

カラー：グレー
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA016VC01

1408-9998-31■ベビー布団8点セ
ットミニサイズピンク超長綿ス
ーピマコットン

47,000円

カラー：ピンク
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA016VC02

1408-9998-32■ベビー布団8点セ
ットミニサイズグリーン超長綿
スーピマコットン

47,000円

カラー：グリーン
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA016VC03

1408-9998-33■ベビー布団8点セ
ットミニサイズブラウン超長綿
スーピマコットン

47,000円

カラー：ブラウン
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA016VC04

1406-7700-50■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットミニサ
イズスノウ×ストローおくるみ

47,000円

カラー：スノウ×ストロー
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA017VC01

1406-7700-51■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットミニサ
イズスモークベージュ×ミモザ

47,000円

カラー：スモークベージュ×ミ
モザ
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA017VC02

1406-7700-52■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットミニサ
イズオールドローズ×ガーデン

47,000円

カラー：オールドローズ×ガー
デン
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA017VC03

1406-7700-53■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットミニサ
イズライラックグレー×レイニ

47,000円

カラー：ライラックグレー×レ
イニー
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA017VC04

1406-7700-54■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットミニサ
イズオリーブ×タイニースター

47,000円

カラー：オリーブ×タイニース
ター
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA017VC05

1406-7700-55■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットミニサ
イズモークベージュ×ファープ

47,000円

カラー：スモークベージュ×フ
ァープート
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA017VC06

1411-7701-04■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セット無添加キナリ3匹ぞ

49,000円

柄：無添加キナリ3匹ぞう
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA015VC01



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 05 31

愛知県　名古屋市

1411-7701-50■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットサックスストライ…

49,000円

柄：サックスストライプフラッ
グ
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg

【管理番号】JA015VC02

1411-7701-51■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットメモリアルスター…

49,000円

柄：メモリアルスターフラッグ
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA015VC03

1412-7701-50■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットラベンダー

49,000円

柄：ラベンダー
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA015VC04

1146-7700-50■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットスノウ
×ストローおくるみケットダブ

51,000円

カラー：スノウ×ストロー
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA014VC01

1146-7700-51■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットスモー
クベージュ×ミモザおくるみケ

51,000円

カラー：スモークベージュ×ミ
モザ
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA014VC02

1146-7700-52■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットオール
ドローズ×ガーデンおくるみケ

51,000円

カラー：オールドローズ×ガー
デン
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA014VC03

1146-7700-53■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットライラ
ックグレー×レイニーおくるみ

51,000円

カラー：ライラックグレー×レ
イニー
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA014VC04

1146-7700-54■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットオリー
ブ×タイニースターおくるみケ

51,000円

カラー：オリーブ×タイニース
ター
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA014VC05

1146-7700-55■わたしとベビー
安心キレイ布団9点セットスモー
クベージュ×ファープートおく

51,000円

カラー：スモークベージュ×フ
ァープート
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA014VC06

1414-7701-23■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットミニサイズパイル…

54,000円

カラー：キナコイロ
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA011VC01

1414-7701-30■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットミニサイズパイル…

54,000円

カラー：アワユキイロ
掛ふとんカバー約70×85cm
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
フィッティングシーツ約60×90

【管理番号】JA011VC02

1140-9998-30■ベビー布団8点セ
ット超長綿スーピマコットング
レー

54,000円

カラー：グレー
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA012VC01



ふるさと納税お礼の品一覧
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愛知県　名古屋市

1140-9998-31■ベビー布団8点セ
ット超長綿スーピマコットンピ
ンク

54,000円

カラー：ピンク
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA012VC02

1140-9998-32■ベビー布団8点セ
ット超長綿スーピマコットング
リーン

54,000円

カラー：グリーン
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA012VC03

1140-9998-33■ベビー布団8点セ
ット超長綿スーピマコットンブ
ラウン

54,000円

カラー：ブラウン
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA012VC04

1408-7700-30■ベビー安心キレ
イ布団8点セットミニサイズ超長
綿スーピマコットングレー抗…

54,000円

カラー：グレー
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA013VC01

1408-7700-31■ベビー安心キレ
イ布団8点セットミニサイズ超長
綿スーピマコットンピンク抗…

54,000円

カラー：ピンク
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA013VC02

1408-7700-32■ベビー安心キレ
イ布団8点セットミニサイズ超長
綿スーピマコットングリーン…

54,000円

カラー：グリーン
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA013VC03

1408-7700-33■ベビー安心キレ
イ布団8点セットミニサイズ超長
綿スーピマコットンブラウン…

54,000円

カラー：ブラウン
掛ふとん約70×85cm重量：約0.
2kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA013VC04

1133-7701-14■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットラベンダー

55,000円

カラー：ラベンダー
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA010VC01

1133-7701-01■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットブロッサムピンク

55,000円

カラー：ブロッサムピンク
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA010VC02

1133-7701-63■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セット無添加3匹ぞう

55,000円

カラー：無添加3匹ぞう
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA010VC04

1137-7701-51■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットサックスストライ…

55,000円

カラー：サックスストライプフ
ラッグ
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg

【管理番号】JA010VC05

1137-7701-53■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットメモリアルスター…

55,000円

カラー：メモリアルスターフラ
ッグ
掛ふとんカバー約90×120cm
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg

【管理番号】JA010VC06



ふるさと納税お礼の品一覧
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愛知県　名古屋市

1406-7701-50■わたしとベビー
羽毛布団9点セットミニサイズス
ノウ×ストロー

58,000円

カラー：スノウ×ストロー
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA026VC01

1406-7701-51■わたしとベビー
羽毛布団9点セットミニサイズス
モークベージュ×ミモザ

58,000円

カラー：スモークベージュ×ミ
モザ
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA026VC02

1406-7701-52■わたしとベビー
羽毛布団9点セットミニサイズオ
ールドローズ×ガーデン

58,000円

カラー：オールドローズ×ガー
デン
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA026VC03

1406-7701-53■わたしとベビー
羽毛布団9点セットミニサイズラ
イラックグレー×レイニー

58,000円

カラー：ライラックグレー×レ
イニー
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA026VC04

1406-7701-54■わたしとベビー
羽毛布団9点セットミニサイズオ
リーブ×タイニースター

58,000円

カラー：オリーブ×タイニース
ター
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA026VC05

1406-7701-55■わたしとベビー
羽毛布団9点セットミニサイズス
モークベージュ×ファープート

58,000円

カラー：スモークベージュ×フ
ァープート
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×

【管理番号】JA026VC06

1187-7701-23■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットパイルキナコイロ

61,000円

カラー：キナコイロ
掛ふとんカバー約85×115cm
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA009VC01

1187-7701-30■はじめてママの
お悩みを解決するベビー羽毛布
団6点セットパイルアワユキイロ

61,000円

カラー：アワユキイロ
掛ふとんカバー約85×115cm
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
フィッティングシーツ約70×12

【管理番号】JA009VC02

1140-7700-30■ベビー安心キレ
イ布団8点セット超長綿スーピマ
コットングレー抗菌防臭防ダニ

61,000円

カラー：グレー
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA025VC01

1140-7700-31■ベビー安心キレ
イ布団8点セット超長綿スーピマ
コットンピンク抗菌防臭防ダニ

61,000円

カラー：ピンク
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA025VC02

1140-7700-32■ベビー安心キレ
イ布団8点セット超長綿スーピマ
コットングリーン

61,000円

カラー：グリーン
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA025VC03

1140-7700-33■ベビー安心キレ
イ布団8点セット超長綿スーピマ
コットンブラウン抗菌防臭防…

61,000円

カラー：ブラウン
掛ふとん約85×115cm重量：約0
.4kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA025VC04



ふるさと納税お礼の品一覧
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愛知県　名古屋市

1408-7701-30■ベビー羽毛布団8
点セットミニサイズ超長綿スー
ピマコットングレー

65,000円

カラー：グレー
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA008VC01

1408-7701-31■ベビー羽毛布団8
点セットミニサイズ超長綿スー
ピマコットンピンク

65,000円

カラー：ピンク
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA008VC02

1408-7701-32■ベビー羽毛布団8
点セットミニサイズ超長綿スー
ピマコットングリーン

65,000円

カラー：グリーン
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA008VC03

1408-7701-33■ベビー羽毛布団8
点セットミニサイズ超長綿スー
ピマコットンブラウン

65,000円

カラー：ブラウン
ヌード掛布団約70×85cm重量：
約0.1kg
敷ふとん（固綿マット）約60×
45×厚み4cm2枚（2枚並べると

【管理番号】JA008VC04

1146-7701-50■わたしとベビー
羽毛布団9点セットスノウ×スト
ローおくるみケットダブルガー

66,000円

カラー：スノウ×ストロー
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA007VC01

1146-7701-51■わたしとベビー
羽毛布団9点セットスモークベー
ジュ×ミモザおくるみケットダ

66,000円

カラー：スモークベージュ×ミ
モザ
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA007VC02

1146-7701-52■わたしとベビー
羽毛布団9点セットオールドロー
ズ×ガーデンおくるみケットダ

66,000円

カラー：オールドローズ×ガー
デン
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA007VC03

1146-7701-53■わたしとベビー
羽毛布団9点セットライラックグ
レー×レイニーおくるみケット

66,000円

カラー：ライラックグレー×レ
イニー
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA007VC04

1146-7701-54■わたしとベビー
羽毛布団9点セットオリーブ×タ
イニースターおくるみケットダ

66,000円

カラー：オリーブ×タイニース
ター
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA007VC05

1146-7701-55■わたしとベビー
羽毛布団9点セットスモークベー
ジュ×ファープートおくるみケ

66,000円

カラー：スモークベージュ×フ
ァープート
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×

【管理番号】JA007VC06

1140-7701-30■ベビー羽毛布団8
点セット超長綿スーピマコット
ングレー

76,000円

カラー：グレー
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA006VC01

1140-7701-31■ベビー羽毛布団8
点セット超長綿スーピマコット
ンピンク

76,000円

カラー：ピンク
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA006VC02



ふるさと納税お礼の品一覧
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愛知県　名古屋市

1140-7701-32■ベビー羽毛布団8
点セット超長綿スーピマコット
ングリーン

76,000円

カラー：グリーン
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA006VC03

1140-7701-33■ベビー羽毛布団8
点セット超長綿スーピマコット
ンブラウン

76,000円

カラー：ブラウン
ヌード掛布団約90×120cm重量
：約0.2kg
敷ふとん（固綿マット）約70×
40×厚み4cm3枚（3枚並べると

【管理番号】JA006VC04

有松絞り６重織ガーゼケット（
ハーフサイズ）

92,000円

サイズ：140×100センチ

【管理番号】GR003

有松絞り６重織ガーゼケット

165,000円

サイズ：190×140センチ

【管理番号】GR002

【知育玩具／ギフトＯＫ】しか
けママスタイ（思いやり型返礼
品）

14,000円

数量：１
サイズ：H29W30

ギフト配送ご希望の方は、お申
込み前に、こちらまでギフト希

【管理番号】BF001

名古屋港水族館オリジナル御朱
印帳（水族館大人入館券付き）

16,000円

御朱印帳
縦16.2センチ横11.2センチ
本紙奉書紙40ページ

名古屋港水族館

【管理番号】GD006

芸処名古屋

6,000円

サイズA5版/156ページ/オール
カラー/発行：名古屋市

【管理番号】CP001

静謐な心を届けるお供え花プリ
ザーブドフラワー・静花（クリ
アケース入り）ホワイト×グリ

14,000円

・カラー:（1）ホワイト×グリ
ーン
・サイズ：横13×高さ28×奥行
9cm

【管理番号】JM001VC01

静謐な心を届けるお供え花プリ
ザーブドフラワー・静花（クリ
アケース入り）ホワイト×グリ

14,000円

・カラー:（2）ホワイト×グリ
ーン×イエロー
・サイズ：横13×高さ28×奥行
9cm

【管理番号】JM001VC02

静謐な心を届けるお供え花プリ
ザーブドフラワー・静花（クリ
アケース入り）ホワイト×グリ

14,000円

・カラー:（3）ホワイト×グリ
ーン×パープル
・サイズ：横13×高さ28×奥行
9cm

【管理番号】JM001VC03

アンティークブックボックスプ
リザーブドフラワー・クラウン
ポールレッド

21,000円

・カラー：（1）レッド
・サイズ：約横13（オープン時
24）×縦19×高さ約4.8cm

【原材料名】

【管理番号】JM002VC01

アンティークブックボックスプ
リザーブドフラワー・クラウン
ポールピンク

21,000円

・カラー：（2）ピンク
・サイズ：約横13（オープン時
24）×縦19×高さ約4.8cm

【原材料名】

【管理番号】JM002VC02
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アンティークブックボックスプ
リザーブドフラワー・クラウン
ポールライトピンク

21,000円

・カラー：（3）ライトピンク
・サイズ：約横13（オープン時
24）×縦19×高さ約4.8cm

【原材料名】

【管理番号】JM002VC03

アンティークブックボックスプ
リザーブドフラワー・クラウン
ポールグリーン

21,000円

・カラー：（4）グリーン
・サイズ：約横13（オープン時
24）×縦19×高さ約4.8cm

【原材料名】

【管理番号】JM002VC04

アンティークブックボックスプ
リザーブドフラワー・クラウン
ポールパープル

21,000円

・カラー：（5）パープル
・サイズ：約横13（オープン時
24）×縦19×高さ約4.8cm

【原材料名】

【管理番号】JM002VC05

大輪のバラの花が咲き誇るプリ
ザーブドフラワー・bell薔薇（
クリアケース入り）ホワイト×

48,000円

・カラー：（1）ホワイト×グ
リーン系
・サイズ：横20×高さ30×奥行
20cm

【管理番号】JM003VC01

大輪のバラの花が咲き誇るプリ
ザーブドフラワー・bell薔薇（
クリアケース入り）ピンク系

48,000円

・カラー：（2）ピンク系
・サイズ：横20×高さ30×奥行
20cm

【原材料名】

【管理番号】JM003VC02

大輪のバラの花が咲き誇るプリ
ザーブドフラワー・bell薔薇（
クリアケース入り）レッド系

48,000円

・カラー：（3）レッド系
・サイズ：横20×高さ30×奥行
20cm

【原材料名】

【管理番号】JM003VC03

オリジナルスペイン製フレーム
プリザーブドフラワー・ビクト
リア

74,000円

・カラー：レッド
・サイズ：縦、横約20cm

【原材料名】
・プリザーブドフラワーのみ

【管理番号】JM004

プリザーブドフラワーアレンジ
メント～ルージュ～

100,000円

数量1個（ケース付）
・アレンジメント本体色＝赤
W22cm＊H28cm＊D22程度
・ケース
W25cm＊H35cm＊D25

【管理番号】FD001

プリザーブドフラワーアレンジ
メント～ミッドナイトブルー～

100,000円

数量1個（ケース付）
・アレンジメント本体色＝濃青
W22cm＊H28cm＊D22程度
・ケース
W25cm＊H35cm＊D25

【管理番号】FD002

プリザーブドフラワーアレンジ
メント～フレンチピンク～

100,000円

数量1個（ケース付）
・アレンジメント本体色＝ピン
ク＆白
W22cm＊H28cm＊D22程度
・ケース

【管理番号】FD003

アーティフィシャルフラワーア
レンジメント～アンティークカ
ラー（アイアンタイプ）～

120,000円

数量1個
アレンジメント本体
色＝赤＆ベージュ
W44cm＊H25cm＊D22程度

【管理番号】FD004

アーティフィシャルフラワーア
レンジメント～アンティークカ
ラー（コンポートタイプ）～

150,000円

数量1個
アレンジメント本体
色＝赤＆ベージュ
W28cm＊H43cm＊D22程度

【管理番号】FD005
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アーティフィシャルフラワーア
レンジメント～アンティークカ
ラー（ノーブルホワイト）～

180,000円

数量1個
アレンジメント本体
色＝白＆グリーン
W40cm＊H50cm＊D35程度

【管理番号】FD006

食品サンプルミニパフェ２個セ
ット

13,000円

ミニチョコバナナパフェ1個
ミニストロベリーパフェ1個合
計2個
サイズ：高さ約15cm

【管理番号】HY002

職人さんが１つひとつ製作しま
す！【NJSTYLE】ライントレー

15,000円

サイズ：W400mm×D75mm×H15mm
（手作業の為、１点１点ことな
ります）和紙柄

【管理番号】HA002

職人さんが１つひとつ製作しま
す！【NJSTYLE】レッグトレー

18,000円

サイズ：W175mm×D175mm×H45m
m（手作業の為、１点１点こと
なります）和紙柄

【管理番号】HA003

職人さんが１つひとつ製作しま
す！【NJSTYLE】フラワートレー

19,000円

サイズ：W250mm×D250mm×H110
～130mm（手作業の為、１点１
点ことなります）和紙柄

【管理番号】HA001

徳川美術館所蔵長篠合戦図屏風
ミニチュア複製

20,000円

一隻

【管理番号】FG004

職人さんが１つひとつ製作しま
す！【NJSTYLE】ウエーブトレー

22,000円

サイズ：W245mm×D150mm×H100
mm（手作業の為、１点１点こと
なります）和紙柄

【管理番号】HA004

クリームソーダセット

26,000円

食品サンプルのクリームソーダ
＆キーホルダー等5点セットに
なります。リアルクリームソー
ダ1点と目玉焼きマグネット、
枝豆・アイスクリームのキーホ

【管理番号】HY004

【深藍ふかあい】有松絞りクッ
ション

33,000円

クッションカバー（ファスナー
式）
サイズ：45×45cm
クッション本体
サイズ：45×45cm

【管理番号】GR001VC01

【水縹みずはなだ】有松絞りク
ッション

33,000円

クッションカバー（ファスナー
式）
サイズ：45×45cm
クッション本体
サイズ：45×45cm

【管理番号】GR001VC02

Botanicalc.class27ブラウン

48,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP002VC01

Botanicalc.class27ダークブラ
ウン

48,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP002VC02
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Botanicalc.class27北欧チーク

48,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP002VC03

Botanicalc.class27ナチュラル

48,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP002VC04

Botanicalc.class27ホワイトウ
ッド

48,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP002VC05

Botanicalc.class06ブラウン

55,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP001VC01

Botanicalc.class06ダークブラ
ウン

55,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP001VC02

Botanicalc.class06北欧チーク

55,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP001VC03

Botanicalc.class06ナチュラル

55,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP001VC04

Botanicalc.class06ホワイトウ
ッド

55,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP001VC05

Botanicalc.class28ブラウン

59,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP003VC01

Botanicalc.class28ダークブラ
ウン

59,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP003VC02

Botanicalc.class28北欧チーク

59,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP003VC03

Botanicalc.class28ナチュラル

59,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP003VC04
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Botanicalc.class28ホワイトウ
ッド

59,000円

サイズ：約幅445奥行き30高さ2
90mm
グリーンパーツを含む場合の奥
行き（目安）：約200～350mm
（※グリーン・フラワーパーツ

【管理番号】JP003VC05

モザイクアートお子様や風景画
などA2（420ｃｍｘ59.4ｃｍ）

130,000円

A2サイズ（約420ｃｍｘ59.4ｃ
ｍ）

【管理番号】DW001

【ホワイト】伸縮自在オープン
ラック【75～139巾4段】フラッ
プ75Ｈ

190,000円

幅75～139ｃｍ×奥行29.5ｃｍ
×高さ150.2ｃｍ
＜内寸＞
幅65ｃｍ×奥行27ｃｍ×高さ31
ｃｍ/37ｃｍ（Ａ4収納可）

【管理番号】FA002VC01

【ナチュラル】伸縮自在オープ
ンラック【75～139巾4段】フラ
ップ75Ｈ

190,000円

幅75～139ｃｍ×奥行29.5ｃｍ
×高さ150.2ｃｍ
＜内寸＞
幅65ｃｍ×奥行27ｃｍ×高さ31
ｃｍ/37ｃｍ（Ａ4収納可）

【管理番号】FA002VC02

【ダーク】伸縮自在オープンラ
ック【75～139巾4段】フラップ7
5Ｈ

190,000円

幅75～139ｃｍ×奥行29.5ｃｍ
×高さ150.2ｃｍ
＜内寸＞
幅65ｃｍ×奥行27ｃｍ×高さ31
ｃｍ/37ｃｍ（Ａ4収納可）

【管理番号】FA002VC03

【ミディアム】伸縮自在オープ
ンラック【75～139巾4段】フラ
ップ75Ｈ

190,000円

幅75～139ｃｍ×奥行29.5ｃｍ
×高さ150.2ｃｍ
＜内寸＞
幅65ｃｍ×奥行27ｃｍ×高さ31
ｃｍ/37ｃｍ（Ａ4収納可）

【管理番号】FA002VC04

PIXELARTBLOCKSピクセラートブ
ロック

237,000円

総本体重量：1217ｇ額縁：2000
ｇ
総重量：3500ｇ

【管理番号】GU001

本格収納タンス【105巾6段】桐
子356重ね整理ライト

380,000円

幅105ｃｍ×奥行45ｃｍ×高さ1
29ｃｍ
【引き出し内寸】
1・5段目：幅97ｃｍ×奥行36ｃ
ｍ×高さ14ｃｍ

【管理番号】FA001

【なごや市バス・地下鉄応援寄
附金専用】オリジナルピンバッ
ジとオリジナルタッチアンド…

10,000円

オリジナルピンバッジ1個
オリジナルタッチアンドゴー（
ICカード専用パスケース）1個

【管理番号】NA009

【なごや市バス・地下鉄応援寄
附金専用】動クロックとオリジ
ナルピンバッジのセット

10,000円

動クロック1個
オリジナルピンバッジ1個

【管理番号】NA011

【なごや市バス・地下鉄応援寄
附金専用】「ハートバス」クッ
ションと不織布バッグとオリ…

10,000円

「ハートバス」クッション1個
不織布バッグ1個
オリジナルピンバッジ1個

【管理番号】NA012

東山動植物園オリジナル動物園
グッズセット

14,000円

ぬいぐるみ（ズーボくん）：サ
イズ16cm×10cm×8cm
ポストカード：100ｍｍ×148ｍ
ｍ
紅茶：スリランカ産セイロンテ

【管理番号】BT003
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東山動植物園オリジナルシャバ
ーニぬいぐるみ

14,000円

サイズ：W35cm×H30cm×D20cm

【管理番号】BT001

東山動植物園オリジナルコアラ
グッズセット

20,000円

・缶バッジ：サイズ直径3.5cm
・マグネット：4cm×6cm
・ポストカード：サイズ100mm
×148mm
・ぽち袋：9.8mm×6.4mm

【管理番号】BT004

東山動植物園オリジナルイケメ
ンゴリラ〈シャバーニ〉腕枕ク
ッション

25,000円

サイズ：W90cm×H45cm

【管理番号】BT002

【なごや市バス・地下鉄応援寄
附金専用】オリジナルピンバッ
ジとオリジナルDVDのセット

30,000円

オリジナルピンバッジ1個
オリジナルDVD1巻

【管理番号】NA013

【なごや市バス・地下鉄応援寄
附金専用】返礼品全品制覇コー
ス

100,000円

オリジナルピンバッジ4個
オリジナルタッチアンドゴー（
ICカード専用パスケース）1個
市バス方向幕タオル1枚
オリジナルDVD1巻

【管理番号】NA015

【ホワイト】KGBo-1

6,000円

・カラーラインナップ：【ホワ
イト】
・商品寸法：W279.9mm×D222.8
mm×H168.1mm
・重量：約350g

【管理番号】CJ002VC01

【イエロー】KGBo-1

6,000円

・カラーラインナップ：【イエ
ロー】
・商品寸法：W279.9mm×D222.8
mm×H168.1mm
・重量：約350g

【管理番号】CJ002VC02

【スカイブルー】KGBo-1

6,000円

・カラーラインナップ：【スカ
イブルー】
・商品寸法：W279.9mm×D222.8
mm×H168.1mm
・重量：約350g

【管理番号】CJ002VC03

【ハイトーングリーン】KGBo-1

6,000円

・カラーラインナップ：【ハイ
トーングリーン】
・商品寸法：W279.9mm×D222.8
mm×H168.1mm
・重量：約350g

【管理番号】CJ002VC04

【エンジ】KGBo-1

6,000円

・カラーラインナップ：【エン
ジ】
・商品寸法：W279.9mm×D222.8
mm×H168.1mm
・重量：約350g

【管理番号】CJ002VC05

【ホワイト】オサメットjr

13,000円

・カラーラインナップ：【ホワ
イト】
・折り畳み時寸法：W281mm×D2
10mm×H45mm
・使用時寸法：W281mm×D210mm

【管理番号】CJ001VC01

【オレンジ】オサメットjr

13,000円

・カラーラインナップ：【オレ
ンジ】
・折り畳み時寸法：W281mm×D2
10mm×H45mm
・使用時寸法：W281mm×D210mm

【管理番号】CJ001VC02
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【ブルー】オサメットjr

13,000円

・カラーラインナップ：【ブル
ー】
・折り畳み時寸法：W281mm×D2
10mm×H45mm
・使用時寸法：W281mm×D210mm

【管理番号】CJ001VC03

マスク国産不織布マスク（ふつ
うサイズ）30枚入×2箱(サージ
カルマスク)

5,000円

マスク（30枚入り）×2箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR064

マスク国産不織布マスク（ふつ
うサイズ）5枚入×10袋サージカ
ルマスク

5,000円

マスク（５枚入り）×10袋(サ
ージカルマスク)

【管理番号】BR062

名古屋で製造国産不織布マスク
（小さめ）5枚入×10袋

5,000円

マスク（５枚入り）×10袋

【管理番号】BR072

マスク国産不織布マスク（小さ
め）30枚入×2箱(サージカルマ
スク)

5,000円

マスク（30枚入り）×2箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR074

マスク（お徳用）国産不織布マ
スク（ふつうサイズ）30枚入×3
箱(サージカルマスク)

7,000円

マスク（30枚入り）×3箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR065

マスク高級国産不織布マスク（
ふつうサイズ）5枚入×10袋サー
ジカルマスク

7,000円

マスク（５枚入り）×10袋

【管理番号】BR067

マスク（お徳用）国産不織布マ
スク（小さめ）30枚入×3箱(サ
ージカルマスク)

7,000円

マスク（30枚入り）×3箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR075

名古屋で製造高級国産不織布マ
スク（小さめ）5枚入×10袋

7,000円

マスク（５枚入り）×10袋

【管理番号】BR077

マスク高級国産不織布マスク（
ふつうサイズ）30枚入×2箱(サ
ージカルマスク)

8,000円

マスク（30枚入り）×2箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR069

マスク国産不織布マスク（ふつ
うサイズ）5枚入×20袋サージカ
ルマスク

8,000円

マスク（５枚入り）×20袋(サ
ージカルマスク)

【管理番号】BR063

名古屋で製造国産不織布マスク
（小さめ）5枚入×20袋

8,000円

マスク（５枚入り）×20袋

【管理番号】BR073
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マスク高級国産不織布マスク（
小さめ）小さめ30枚入×2箱(サ
ージカルマスク)

8,000円

マスク（30枚入り）×2箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR079

Fleurirminiカサブランカの香り

9,000円

９ｍｌ

【管理番号】AV001

マスク（大容量）国産不織布マ
スク（ふつうサイズ）30枚入×4
箱(サージカルマスク)

9,000円

マスク（30枚入り）×4箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR066

マスク（大容量）国産不織布マ
スク（小さめ）30枚入×4箱(サ
ージカルマスク)

9,000円

マスク（30枚入り）×4箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR076

ゴルフマーカー2個セット(A)

9,000円

食品サンプルのゴルフマーカー
2点セットになります。目玉焼
きと椎茸の2点になります。
サイズ:土台部分約直径2cm

【管理番号】HY005

知らすのバスボム８種詰め合わ
せ

10,000円

８種類×１個

【管理番号】AC001

紙製ハンガー〈madeinNAGOYA〉1
2本セット

10,000円

12本入

【管理番号】DY001

マスク（お徳用）高級国産不織
布マスク（ふつうサイズ）30枚
入×3箱(サージカルマスク)

10,000円

マスク（30枚入り）×3箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR070

マスク（お徳用）高級国産不織
布マスク（小さめ）30枚入×3箱
(サージカルマスク)

10,000円

マスク（30枚入り）×3箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR080

富田木工所木製かわいい鏡餅

11,000円

１セット(木製鏡餅・橙・紅紙
・裏白）
サイズ木製鏡餅＋橙外寸（幅7.
7～8.0センチ奥行き7.7～8.0セ
ンチ高さ8.0～8.5センチ）

【管理番号】DG001

グッドデザイン賞受賞！Zスクリ
ーン透明タイプ（飛沫防止スク
リーン）

11,000円

サイズ：W420mm×D100mm×H480
mm
透明タイプ
重さ：0.9kg
厚み：3mm

【管理番号】HA006

伸縮物干し竿キャップ色【シル
バー】（長さ1.5ｍから2.6mまで
伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【シルバ】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）
太さ本体：直径３センチ

【管理番号】HJ001VC01
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伸縮物干し竿キャップ色【パー
ルホワイト】（長さ1.5ｍから2.
6mまで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【パールホワイト
】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）

【管理番号】HJ001VC02

伸縮物干し竿キャップ色【レッ
ドパープル】（長さ1.5ｍから2.
6mまで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【レッドパープル
】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）

【管理番号】HJ001VC03

伸縮物干し竿キャップ色【パー
ルピンク】（長さ1.5ｍから2.6m
まで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【パールピンク】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）
太さ本体：直径３センチ

【管理番号】HJ001VC04

伸縮物干し竿キャップ色【レッ
ド】（長さ1.5ｍから2.6mまで伸
びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【レッド】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）
太さ本体：直径３センチ

【管理番号】HJ001VC05

伸縮物干し竿キャップ色【パー
ルオレンジ】（長さ1.5ｍから2.
6mまで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【パールオレンジ
】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）

【管理番号】HJ001VC06

伸縮物干し竿キャップ色【パー
ルイエロー】（長さ1.5ｍから2.
6mまで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【パールイエロー
】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）

【管理番号】HJ001VC07

伸縮物干し竿キャップ色【アー
スグリーン】（長さ1.5ｍから2.
6mまで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【アースグリーン
】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）

【管理番号】HJ001VC08

伸縮物干し竿キャップ色【エメ
ラルドグリーン】（長さ1.5ｍか
ら2.6mまで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【エメラルドグリ
ーン】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）

【管理番号】HJ001VC09

伸縮物干し竿キャップ色【パー
ルブルー】（長さ1.5ｍから2.6m
まで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【パールブルー】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）
太さ本体：直径３センチ

【管理番号】HJ001VC10

伸縮物干し竿キャップ色【パー
ルブラウン】（長さ1.5ｍから2.
6mまで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【パールブラウン
】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）

【管理番号】HJ001VC11

伸縮物干し竿キャップ色【パー
ルブラック】（長さ1.5ｍから2.
6mまで伸びる）ブラック

11,000円

キャップ色：【パールブラック
】
本体色：ブラック
長さ：１．５ｍから２．６ｍ（
キャップ含む）

【管理番号】HJ001VC12

マスク（大容量）国産高級不織
布マスク（ふつうサイズ）30枚
入×4箱(サージカルマスク)

12,000円

マスク（30枚入り）×4箱(サー
ジカルマスク)

【管理番号】BR071
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マスク（大容量）高級国産不織
布マスク（小さめ）30枚入×4箱

12,000円

マスク（30枚入り）×4箱

【管理番号】BR081

プリシャス・プリントスペシャ
ル

13,000円

パッケージサイズ：24×2×19.
5cm、410g
フレーム木枠幅：2cm

【管理番号】CW002

名古屋で製造高級国産不織布マ
スク（ふつうサイズ）5枚入×20
袋

13,000円

マスク（５枚入り）×20袋

【管理番号】BR068

名古屋で製造高級国産不織布マ
スク（小さめ）5枚入×20袋

13,000円

マスク（５枚入り）×20袋

【管理番号】BR078

フォト・プリシャス・プリント

15,000円

パッケージサイズ：33×2×24c
m、635g
フレーム木枠幅：2.3cm

【管理番号】CW001

Fleurirカサブランカの香り

19,000円

32ｍｌ

【管理番号】AV002

【愛犬用おやつ】ローストマグ
ロ詰め合わせ

20,000円

・ローストマグロコロコロ（45
ｇ×2）
・ローストマグロスティック（
45ｇ×2）
・ローストマグロちあい（45ｇ

【管理番号】AY001

グッドデザイン賞受賞！Zスクリ
ーン和紙柄タイプ（飛沫防止ス
クリーン）

20,000円

サイズ：W420mm×D100mm×H480
mm
和紙柄プリント
重さ：0.9kg
厚み：3mm

【管理番号】HA005

キャンピングトレーラー「X-
cabin300」

22,000,000円

・X-cabin3001台
(キャンピングトレーラー(けん
引免許不要))
全長	4520mm
全幅	2110mm

【管理番号】FF001

チャントアチャームディープモ
イストオイル

12,000円

60mL

【管理番号】DX001

サンダース・ペリーモイスチャ
ークリームR

55,000円

50g

【管理番号】DX009

エステ肌ローション

85,000円

1本：120ml

【管理番号】AA001
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エステ肌ミルク

92,000円

60ml

【管理番号】AA002

エステ肌クリーム

110,000円

30ｇ

【管理番号】AA003

エステ肌３点セット

244,000円

・エステ肌ローション（120ｍ
ｌ）
・エステ肌ミルク（60ｍｌ）
・エステ肌クリーム（30ｇ）

【管理番号】AA004

チャントアチャームディープモ
イストハンドクリーム

6,000円

40g

【管理番号】DX003

ナチュラグラッセシェイククレ
ンジング

9,000円

100mL

【管理番号】DX007

チャントアチャームＵＶフェイ
ス＆ボディプロテクター

11,000円

80mL

【管理番号】DX002

ナチュラグラッセメイクアップ
クリーム01

11,000円

30g

【管理番号】DX005

ナチュラグラッセUVプロテクシ
ョンベースN

12,000円

30mL

【管理番号】DX006

ナチュラグラッセシェイククレ
ンジング2個セット

17,000円

100mL×2

【管理番号】DX008

チャントアチャームディープモ
イストハンドクリーム3個セット

18,000円

40g×3

【管理番号】DX004

頭皮トリートメントゴールド

110,000円

60ml

【管理番号】AA005

【Ｓ～Ｍ】【ベージュ】吸湿発
熱繊維保温ベスト

6,000円

サイズ：【Ｓ～Ｍ】
適応サイズ/胸囲
Ｓ～Ｍ：80～96ｃｍ
商品サイズ/（約）
Ｓ～Ｍ前丈51ｃｍ後丈62ｃｍ

【管理番号】BN001VC01
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【Ｍ～Ｌ】【ベージュ】吸湿発
熱繊維保温ベスト

6,000円

サイズ：【Ｍ～Ｌ】
適応サイズ/胸囲
Ｍ～Ｌ：88～104ｃｍ
商品サイズ/（約）
Ｍ～Ｌ前丈54ｃｍ後丈65ｃｍ

【管理番号】BN001VC02

【Ｌ～ＬＬ】【ベージュ】吸湿
発熱繊維保温ベスト

6,000円

サイズ：【Ｌ～ＬＬ】
適応サイズ/胸囲
Ｌ～ＬＬ：96～112ｃｍ
商品サイズ/（約）
Ｌ～ＬＬ前丈55ｃｍ後丈66ｃｍ

【管理番号】BN001VC03

【Ｓ～Ｍ】【グレー】吸湿発熱
繊維保温ベスト

6,000円

サイズ：【Ｓ～Ｍ】
適応サイズ/胸囲
Ｓ～Ｍ：80～96ｃｍ
商品サイズ/（約）
Ｓ～Ｍ前丈51ｃｍ後丈62ｃｍ

【管理番号】BN002VC01

【Ｍ～Ｌ】【グレー】吸湿発熱
繊維保温ベスト

6,000円

サイズ：【Ｍ～Ｌ】
適応サイズ/胸囲
Ｍ～Ｌ：88～104ｃｍ
商品サイズ/（約）
Ｍ～Ｌ前丈54ｃｍ後丈65ｃｍ

【管理番号】BN002VC02

【Ｌ～ＬＬ】【グレー】吸湿発
熱繊維保温ベスト

6,000円

サイズ：【Ｌ～ＬＬ】
適応サイズ/胸囲
Ｌ～ＬＬ：96～112ｃｍ
商品サイズ/（約）
Ｌ～ＬＬ前丈55ｃｍ後丈66ｃｍ

【管理番号】BN002VC03

【Ｓ～Ｍ】【パープル】吸湿発
熱繊維保温ベスト

6,000円

サイズ：【Ｓ～Ｍ】
適応サイズ/胸囲
Ｓ～Ｍ：80～96ｃｍ
商品サイズ/（約）
Ｓ～Ｍ前丈51ｃｍ後丈62ｃｍ

【管理番号】BN003VC01

【Ｍ～Ｌ】【パープル】吸湿発
熱繊維保温ベスト

6,000円

サイズ：【Ｍ～Ｌ】
適応サイズ/胸囲
Ｍ～Ｌ：88～104ｃｍ
商品サイズ/（約）
Ｍ～Ｌ前丈54ｃｍ後丈65ｃｍ

【管理番号】BN003VC02

【Ｌ～ＬＬ】【パープル】吸湿
発熱繊維保温ベスト

6,000円

サイズ：【Ｌ～ＬＬ】
適応サイズ/胸囲
Ｌ～ＬＬ：96～112ｃｍ
商品サイズ/（約）
Ｌ～ＬＬ前丈55ｃｍ後丈66ｃｍ

【管理番号】BN003VC03

【テーラー神谷】オーダースー
ツ＆ジャケット割引券

100,000円

オーダースーツ、ジャケット、
コートをお仕立てする時に使用
できる3万円分の割引券×1

【管理番号】HS003

【テーラー神谷】オーダースー
ツ＆ジャケット洋服御誂え券

334,000円

オーダースーツ、ジャケット、
コートをお仕立てする時に使用
できる10万円分の洋服御誂え券
×1

【管理番号】HS002

名古屋の老舗服地メーカーによ
るメンズオーダースーツお仕立
券

440,000円

・オーダースーツ（御幸毛織高
級服地「ナポレナ」使用・シン
グル上下）お仕立券1枚

【管理番号】FQ001

【テーラー神谷】オーダー洋服
御誂え券

1,000,000円

オーダースーツ、ジャケット、
コートをお仕立ていただける30
万円分の洋服御誂え券×1

【管理番号】HS001
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食品サンプルキーホルダー5個セ
ット(A)

11,000円

食品サンプルキーホルダー5個
エビ天・手羽先・小倉トースト
・タイヤキ・クッキー
サイズ：約4センチ

【管理番号】HY001

【なごや市バス・地下鉄応援寄
附金専用】地下鉄シート生地ト
ートバック

30,000円

地下鉄シート生地トートバック
1個

【管理番号】NA014

食品サンプルヘアゴム5個セット
(A)

11,000円

食品サンプルのヘアゴム5点セ
ットになります。エビフライ・
レモン・パンケーキ・目玉焼き
・おにぎりです。材質はビニー
ル製になります。

【管理番号】HY003

足に合わせてお作りする本革製
スニーカー

145,000円

革製スニーカー1足分お仕立券

【管理番号】GV003

飛騨牛革で作るハンドメイドの
選べるデザイン内羽根・外羽根
紳士靴

155,000円

紳士靴1足分お仕立券

【管理番号】GV001

手縫い高級紳士靴

279,000円

紳士靴1足分お仕立券

【管理番号】GV002

刀剣ネイルシール5種セット（本
作長義・南泉一文字・物吉貞宗
・鯰尾藤四郎・後藤藤四郎）

12,000円

本作長義１・南泉一文字１・物
吉貞宗１・鯰尾藤四郎１・後藤
藤四郎１

【管理番号】FG005

イオニアミストPROの施工(100平
米以内）

367,000円

100平米以内の室内・室外施工
業務例：10ｍ×10ｍ2ｍ×50

【管理番号】FK001

イオニアミストPROの施工(225平
米以内）

734,000円

225平米以内の室内・室外施工
業務例：15ｍ×15ｍ2ｍ×112.5
ｍ

【管理番号】FK002

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】おむすび
ポーチ

7,000円

サイズＷ80×Ｈ90×Ｄ100mm
素材生地：綿100％
※ひとつひとつ手仕事につき絞
り柄の表情が異なります。

【管理番号】NA018

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】ボトルカ
バー

7,000円

サイズ底直径：8cm高さ18cm（
持ち手を含まず）
素材生地：綿100％
※ひとつひとつ手仕事につき絞
り柄の表情が異なります。

【管理番号】NA019

日本遺産選定記念なまこ壁柄手
ぬぐい

8,000円

サイズ９５ｃｍ×３３ｃｍ
カラー藍色×白

【管理番号】EU002
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愛知県　名古屋市

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】ランチポ
ーチ

10,000円

サイズポーチ：Ｗ120×Ｈ130×
Ｄ100mm
おかずケース：Ｗ100×Ｈ50×
Ｄ75mm
（素材）

【管理番号】NA020

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】マスクセ
ット

10,000円

サイズ縦130×横200mm（普通サ
イズ）
素材藍色マスク：綿100％
シルクマスク：表地絹100%裏地
綿100%

【管理番号】NA021

手蜘蛛絞り手ぬぐい

11,000円

サイズ９５ｃｍ×３３ｃｍ
カラー藍色×白

【管理番号】EU001

古布手ぬぐい手筋鎧段藍返し

11,000円

サイズ９５ｃｍ×３３ｃｍ
カラー藍色×生成

【管理番号】EU003

7.5寸ｘ25間黒染骨名古屋城桜と
松

12,000円

扇子：長さ7.5寸（約22.5ｃｍ
）25本骨黒染
化粧箱：5ｃｍｘ24ｃｍ

【管理番号】EN005

豆絞りミニトートバック

13,000円

サイズ縦１７．５ｃｍ
横２８．５ｃｍマチ９ｃｍ
手提げ高さ１７ｃｍ
カラー白×藍色

【管理番号】EU004

名古屋黒紋付染め手ぬぐいセッ
ト（ふるさと納税限定）

14,000円

手ぬぐいセット（34×90cm）
・黒紋
・鯱紋
・名古屋紋

【管理番号】GM001

6.5寸35間白竹薄緑桜婦人用

14,000円

扇子：長さ6.5寸（約19.5ｃｍ
）35本骨白竹
扇子袋：長さ約22ｃｍ
化粧箱：9.5ｃｍｘ25.5ｃｍ

【管理番号】EN004

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】ターバン

15,000円

サイズフリー
素材生地：ポリエステル

【管理番号】NA022

山内美鳳オリジナル名古屋扇子
「和」

15,000円

紙扇子（OPP袋入）
扇子専用箱入
しおり

【サイズ】

【管理番号】CQ001

山内美鳳オリジナル名古屋扇子
「風」

15,000円

紙扇子（OPP袋入）
扇子専用箱入
しおり

【サイズ】

【管理番号】CQ002

山内美鳳オリジナル名古屋扇子
「月」

15,000円

紙扇子（OPP袋入）
扇子専用箱入
しおり

【サイズ】

【管理番号】CQ003
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愛知県　名古屋市

箸カバー名古屋友禅一部使用着
物ドールリウム(R)

15,000円

全長約7.5cm

【管理番号】JD002

【黒紋5つ】名古屋黒紋付染めス
トール（知多木綿）

17,000円

知多木綿（90×200cm）
・黒紋5つ

【管理番号】GM002VC01

【黒紋多い】名古屋黒紋付染め
ストール（知多木綿）

17,000円

知多木綿（90×200cm）
・黒紋多い

【管理番号】GM002VC02

【黒霧】名古屋黒紋付染めスト
ール（知多木綿）

17,000円

知多木綿（90×200cm）
・黒霧

【管理番号】GM002VC03

【青霧】名古屋黒紋付染めスト
ール（知多木綿）

17,000円

知多木綿（90×200cm）
・青霧

【管理番号】GM002VC04

家康の旅道具名古屋伝統手ぬぐ
いセット（匠土産）

19,000円

手ぬぐいセット（34×90cm）
・名古屋黒紋付染
・有松・鳴海絞
・名古屋友禅

【管理番号】GM004

三方小サイズお正月セット

19,000円

三方サイズ
W：86mmxD：86mmxH：76mm
鏡餅サイズ
W：65mmxD：65mmxH：50mm
重さ：40g

【管理番号】CC008

ノリタケ置物”ネコ”

19,000円

サイズ高さ：約8cm、幅：約8.3
cm素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC024

ノリタケ置物”フクロウ”

19,000円

サイズ高さ：約8cm、幅：約7cm
、重量：約124g素材：ボーンチ
ャイナ製

【管理番号】GC025

ノリタケ置物”ウサギ”

19,000円

サイズ高さ：約8.5cm、幅：約7
.5cm素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC026

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】スタイ／
よだれかけ（板締め絞り・ド…

20,000円

サイズ縦170×横180mm
素材綿100％（ダブルガーゼ）
※ひとつひとつ手仕事につき絞
り柄の表情が異なります。

【管理番号】NA033

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】スタイ／
よだれかけ（板締め絞り・ス…

20,000円

サイズ縦170×横180mm
素材綿100％（ダブルガーゼ）
※ひとつひとつ手仕事につき絞
り柄の表情が異なります。

【管理番号】NA034
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愛知県　名古屋市

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】スタイ／
よだれかけ（雪花絞り）

20,000円

サイズ縦170×横180mm
素材綿100％（ダブルガーゼ）
※ひとつひとつ手仕事につき絞
り柄の表情が異なります。

【管理番号】NA035

話題独占？！名古屋名物【エビ
フライ】魚のアクセサリーシリ
ーズ”nanako”ピンズ

20,000円

ピンズ×1
サイズ：1.4cm×3.2cm
重さ：4g
素材：銅（金箔仕上げ）
付属：箱

【管理番号】AD002

８寸25間黒染骨紺地銀箔散らし
紳士用

21,000円

扇子：長さ8寸（約24ｃｍ）25
本骨黒染
扇子袋：長さ約24ｃｍ
化粧箱：9.5ｃｍｘ25.5ｃｍ

【管理番号】EN003

【赤色】除菌スプレーカバー名
古屋友禅一部使用着物ドールリ
ウム(R)

24,000円

高さ22cm幅5cm奥行5cm
本体色：赤
名古屋友禅の部分のお色はお任
せになります。

【管理番号】JD003VC01

【黒色】除菌スプレーカバー名
古屋友禅一部使用着物ドールリ
ウム(R)

24,000円

高さ22cm幅5cm奥行5cm
本体色：黒
名古屋友禅の部分のお色はお任
せになります。

【管理番号】JD003VC02

【紫色】除菌スプレーカバー名
古屋友禅一部使用着物ドールリ
ウム(R)

24,000円

高さ22cm幅5cm奥行5cm
本体色：紫
名古屋友禅の部分のお色はお任
せになります。

【管理番号】JD003VC03

話題独占？！名古屋城の【金の
シャチホコ】魚のアクセサリー
シリーズ”nanako”ピンズ

25,000円

ピンズ×1
サイズ：3.1cm×2.3cm
重さ：4g
素材：銅（金箔仕上げ）
付属：箱

【管理番号】AD001

ノリタケ「ヨシノ」一輪挿し

30,000円

サイズ高さ：約9cm、重量：約1
23g素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC005

手蜘蛛絞りクロッシェ帽子（レ
ディース）

30,000円

サイズ５７．５ｃｍ
サイズ調整できます。
内側のスベリテープに調節機能
が付いています
カラー白×藍色

【管理番号】EU005

豆絞りクロッシェ帽子（レディ
ース）

30,000円

サイズ５７．５ｃｍ
サイズ調整できます。
内側のスベリテープに調節機能
が付いています
カラー白×藍色

【管理番号】EU006

手蜘蛛絞りハンチング帽

30,000円

サイズ５８ｃｍ
サイズ調整できます。
内側のスベリテープに調節機能
が付いています
カラー白×藍色

【管理番号】EU007

豆絞りハンチング帽

30,000円

サイズ５８ｃｍ
サイズ調整できます。
内側のスベリテープに調節機能
が付いています
カラー白×藍色

【管理番号】EU008
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愛知県　名古屋市

有松絞りネクタイ（縫い締め絞
り・斜めストライプ柄）

33,000円

カラーブルー

【管理番号】EU009

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】日傘（手
筋絞り）

35,000円

サイズ親骨の長さ：50cm、開い
た時の直径：85cm
素材生地：綿100％
※ひとつひとつ手仕事につき絞
り柄の表情が異なります。

【管理番号】NA024

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】日傘（機
械蜘蛛絞り）

35,000円

サイズ
親骨の長さ：50cm、開いた時の
直径：85cm
素材
生地：綿100％

【管理番号】NA026

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】日傘（小
帽子絞り、横引き鹿の子絞り）

35,000円

サイズ親骨の長さ：50cm開いた
時の直径：85cm
素材生地：綿100％
※ひとつひとつ手仕事につき絞
り柄の表情が異なります。

【管理番号】NA036

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】折り畳み
日傘（巻上絞り、杢目絞り、…

35,000円

サイズ畳んだ時の長さ：34cm開
いた時の直径：85cm
素材生地：綿100％
※ひとつひとつ手仕事につき絞
り柄の表情が異なります。

【管理番号】NA037

三方大サイズお正月セット

37,000円

三方サイズ
W：146mmxD：146mmxH：129mm
鏡餅サイズ
W：260mmxD：130mmxH：95mm
重さ：200g

【管理番号】CC009

ノリタケ「オマージュコレクシ
ョン」蓋物”デコフラワー”

37,000円

サイズ直径：約8.5cm、高さ：
約3cm、重量：約109g素材：ボ
ーンチャイナ製

【管理番号】GC006

ノリタケ置物招き猫(小)左手

37,000円

サイズ高さ：約11.5cm、幅：約
6cm、
重量：約164g
素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC022

ちょうちん照明ペンダントライ
ト円盤型60ｃｍ

40,000円

サイズ：60ｃｍ×60ｃｍ×高さ
30ｃｍ
LED電球2灯ソケット付
コードの長さ：30ｃｍ

【管理番号】FC008

つげ櫛の櫛留商店本つげ材ミニ
櫛（すす櫛中歯）袋付

48,000円

サイズ：約6.7cm×4cm×0.9cm

【管理番号】DC001

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】麻スカー
フ

60,000円

サイズ幅68cm長さ190cm
素材生地：麻100％
※ひとつひとつ手仕事につき絞
り柄の表情が異なります。

【管理番号】NA038

名古屋友禅染扇子バラ

66,000円

扇子：長さ6.5寸（約19.5ｃｍ
）20本骨白竹
扇子袋：長さ約22ｃｍ
桐箱：11.5ｃｍｘ28ｃｍ

【管理番号】EN002
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愛知県　名古屋市

ちょうちん照明ペンダントライ
ト円盤型75ｃｍ

67,000円

サイズ：75ｃｍ×75ｃｍ×高さ
35ｃｍ
LED電球3灯ソケット付
コードの長さ：30ｃｍ

【管理番号】FC007

つげ櫛の櫛留商店本つげ材すす
櫛（中歯）袋付

77,000円

サイズ：約9.8cm×4cm×0.9cm

【管理番号】DC002

ノリタケ置物”ふくろう(小)”

92,000円

サイズ高さ：約17cm素材：ボー
ンチャイナ製

【管理番号】GC007

ノリタケ置物”ふくろう三兄弟
”

92,000円

サイズ高さ：約14.5cm素材：ボ
ーンチャイナ製

【管理番号】GC008

つげ櫛の櫛留商店本つげ材焼絵
櫛（すす櫛細歯）袋付

95,000円

サイズ：約9.8cm×4cm×0.9cm

【管理番号】DC003

ちょうちん照明ペンダントライ
ト円盤型90ｃｍ

100,000円

サイズ：90ｃｍ×90ｃｍ×高さ
40ｃｍ
LED電球4灯ソケット付
コードの長さ：30ｃｍ

【管理番号】FC006

名古屋黒紋付染アルミ扇子「KOK
USEN」

129,000円

扇子：長さ7.5寸（約22.5ｃｍ
）20本骨
扇子袋：長さ約24ｃｍ
桐箱：11.5ｃｍｘ28ｃｍ

【管理番号】EN001

つげ櫛の櫛留商店本つげ材とき
櫛（中歯）袋付

137,000円

サイズ：約13cm×3.5cm×0.8cm

【管理番号】DC004

つげ櫛の櫛留商店本つげ材紳士
用櫛（袋付）

153,000円

サイズ：約13.5cm×2.8cm×0.6
cm

【管理番号】DC005

ノリタケ招き猫（中）”青小花
”

184,000円

サイズ高さ：約21.5cm、幅：約
12cm、重量：約450g素材：ボー
ンチャイナ製

【管理番号】GC012

つげ櫛の櫛留商店本つげ材振分
櫛（袋付）

227,000円

サイズ：約14.8cm×3.5cm×0.8
cm

【管理番号】DC006

黒紋付染め着物「黒紋」（知多
木綿）

257,000円

知多木綿（一反）
サイズに合わせて仕立てます。

【管理番号】GM003
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愛知県　名古屋市

ノリタケ立雛

257,000円

サイズ【男雛】高さ：約16cm、
【女雛】高さ：約14cm、【台】
25cm×12.2cm
重量	【男雛】約130g【女雛】
約107g素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC013

ノリタケ武者人形

367,000円

サイズ【本体】高さ：約22cm【
台】20cm×15cm
重量：約574g素材：ボーンチャ
イナ製

【管理番号】GC014

ノリタケ陶額レリーフ”龍”

367,000円

サイズ額：約43.5cm×43.5cm
レリーフ皿：約直径約27cm
素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC015

ノリタケ陶額”竹林の虎”

367,000円

サイズ額：約40cm×31cm
陶板：約33.3cm×24.2cm
素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC016

ノリタケ陶額”鳳凰”

367,000円

サイズ額：約40cm×31cm
陶板：約33.3cm×24.2cm
素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC017

ノリタケ飾兜(小)”昇竜”

367,000円

サイズ【置物】高さ：約7.3cm
、幅：約21.6cm、【台】奥行：
約20cm、幅：約29cm、高さ：約
6cm
重量：約570g素材：ボーンチャ

【管理番号】GC018

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】浴衣（手
蜘蛛絞り）

380,000円

手蜘蛛絞り
サイズ幅42cm長さ133cm
素材生地：綿100％

申込受付後、湯のし及び仕立て

【管理番号】NA028

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】浴衣（や
たら三浦絞り）

380,000円

やたら三浦絞り
サイズ幅42cm長さ133cm
素材生地：綿100％

申込受付後、湯のし及び仕立て

【管理番号】NA029

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】浴衣（杢
目絞り）

380,000円

杢目絞り
サイズ幅42cm長さ133cm
素材生地：綿100％

申込受付後、湯のし及び仕立て

【管理番号】NA030

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】浴衣（蜘
蛛入り柳絞り）

380,000円

蜘蛛入り柳絞り
サイズ幅42cm長さ133cm
素材生地：綿100％

申込受付後、湯のし及び仕立て

【管理番号】NA031

ノリタケ花生辰砂”正倉院紋”

1,467,000円

サイズ高さ：約36.9cm、長径：
約19.8cm
重量：約2299g
素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC019

ノリタケ大飾皿”赤富士”

1,834,000円

サイズ直径：約45.3cm、高さ：
約5cm、
重量：約2873g
素材：ボーンチャイナ製

【管理番号】GC020
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愛知県　名古屋市

ノリタケ「マスターピースコレ
クション」大花瓶”瑞雲鳳凰文
”

4,400,000円

【本体】高さ：約50.5cm［素材
］白色磁器
［技法］
釉上彩加飾（金銀下盛、金銀半
球盛、金銀転写）

【管理番号】GC021

【藍染が風にゆれる日本遺産の
まち有松寄附金専用】イヤリン
グ

30,000円

サイズ絞り飾りの直径：4cm
素材生地：ポリエステル
金具：真鍮・△の底辺約1.5cm
、高さ約4cm

【管理番号】NA023

【名古屋城天守閣寄附金専用】
ＷＥＢ顕彰

1,000円

ＷＥＢ顕彰（名古屋城公式ウェ
ブサイトに寄附者の氏名等を掲
示）

【管理番号】NA002

【名古屋城天守閣寄附金専用】
金シャチ手形（１年間有効の名
古屋城年間無料入場券）

10,000円

金シャチ手形（１年間有効の名
古屋城年間無料入場券）1枚
※寄附者本人名義になります。

【管理番号】NA003

【名古屋城天守閣寄附金専用】
金シャチ手形（１年間有効の名
古屋城年間無料入場券）

30,000円

金シャチ手形（１年間有効の名
古屋城年間無料入場券）1枚
※寄附者本人名義になります。

【管理番号】NA004

【名古屋城天守閣寄附金専用】
金シャチ手形（１年間有効の名
古屋城年間無料入場券）

50,000円

金シャチ手形（１年間有効の名
古屋城年間無料入場券）1枚
※寄附者本人名義になります。

【管理番号】NA005

【名古屋城天守閣寄附金専用】
金シャチ手形（２年間有効の名
古屋城年間無料入場券）

100,000円

金シャチ手形（２年間有効の名
古屋城年間無料入場券）1枚
※寄附者本人名義になります。

【管理番号】NA006

【名古屋城天守閣寄附金専用】
金シャチ手形（10年間有効の名
古屋城年間無料入場券）

500,000円

金シャチ手形（10年間有効の名
古屋城年間無料入場券）1枚
※寄附者本人名義になります。

【管理番号】NA007

【名古屋城天守閣寄附金専用】
金シャチ手形（30年間有効の名
古屋城年間無料入場券）

1,000,000円

金シャチ手形（30年間有効の名
古屋城年間無料入場券）1枚
※寄附者本人名義になります。

【管理番号】NA008
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