
A101   A101   A101   A101   生生生生クリームクリームクリームクリーム大福12個大福12個大福12個大福12個セットセットセットセット A102   A102   A102   A102   銘菓銘菓銘菓銘菓「「「「富士川富士川富士川富士川」」」」詰合詰合詰合詰合せせせせ

竹林堂人気の「和スイーツ」です。６種類の味
をそれぞれお楽しみください。

竹林堂の看板商品の１つバターカステラ「富士川」、
「あばれ兜」との詰合せです。
「富士川」、「あばれ兜」各５個
「富士川」の抹茶味、コーヒー味、ココア味などの中
から１種類(選択はできません。）５個

甲州和菓子処　竹林堂竹林堂竹林堂竹林堂 甲州和菓子処　竹林堂竹林堂竹林堂竹林堂

A103   A103   A103   A103   「「「「しあわせポテトしあわせポテトしあわせポテトしあわせポテト」」」」詰合詰合詰合詰合せせせせ A104   A104   A104   A104   「「「「富士川富士川富士川富士川」＆「」＆「」＆「」＆「しあわせポテトしあわせポテトしあわせポテトしあわせポテト」」」」詰合詰合詰合詰合せせせせ A105   A105   A105   A105   「「「「富士川富士川富士川富士川」＆」＆」＆」＆焼焼焼焼きききき菓子菓子菓子菓子のののの詰合詰合詰合詰合せせせせ

紅あずまを使用し、裏ごしした生地と角切りした
ものを一緒に練り込んでふっくらと焼き上げたス
イートポテトです。

銘菓「富士川」とスイートポテト「しあわせポテト」の詰
合せでお届けします。

バターカステラの「富士川」、「あばれ兜」、スイートポ
テト「しあわせポテト」と、竹林堂のオリジナル焼き菓
子の詰合せです。
※焼き菓子は季節により内容が変わります。(指定は
できませんのでご了承ください。

甲州和菓子処　竹林堂竹林堂竹林堂竹林堂 甲州和菓子処　竹林堂竹林堂竹林堂竹林堂 甲州和菓子処　竹林堂竹林堂竹林堂竹林堂

A106 A106 A106 A106  富士川落語 富士川落語 富士川落語 富士川落語せんべいせんべいせんべいせんべい詰合詰合詰合詰合せせせせ A201 A201 A201 A201  山梨 山梨 山梨 山梨をををを愛愛愛愛すすすす　　　　６６６６個個個個セットセットセットセット  A202 A202 A202 A202  山梨  山梨  山梨  山梨のののの果実果実果実果実をををを愛愛愛愛すすすす　　　　６６６６個個個個セットセットセットセット

「落語のまち」富士川ならではの新商品。キャ
ラメル・ミルク味のやわらかサブレ「富士川落語
せんべい」とバターカステラ「富士川」、黒糖カ
ステラ「あばれ兜」、スイートポテト「しあわせポ
テト」の詰合せです。

山梨の魅力をひとつ詰め合わせたアイスのセッ
ト。甲州ぶどうシャーベット、桃シャーベット、完
熟いちごアイス、ワインシャーベット、酒粕アイ
ス、十六穀アイスなどちょっと大人の味を楽し
めます。

フルーツ王国山梨の果実をひとつにまとめたア
イスのセット。富士川町産柚子シャーベット、富
士川町産ラ・フランスシャーベットのほか、最高
級すもも「貴陽」、勝沼ぶどう、一宮もも、完熟
いちごのアイスがセットになっています。

甲州和菓子処　竹林堂竹林堂竹林堂竹林堂 光明石の湯　いちいちいちいち柳柳柳柳ホテルホテルホテルホテル 光明石の湯　いちいちいちいち柳柳柳柳ホテルホテルホテルホテル

富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税
感謝記念品感謝記念品感謝記念品感謝記念品

寄附金額寄附金額寄附金額寄附金額
5,000円以上（Aコース）5,000円以上（Aコース）5,000円以上（Aコース）5,000円以上（Aコース）

［掲載／順不同］



A203A203A203A203  富士川  富士川  富士川  富士川あいすあいすあいすあいす　6　6　6　6個個個個セットセットセットセット A301A301A301A301  ヤマメづくし  ヤマメづくし  ヤマメづくし  ヤマメづくし A401A401A401A401 穂積産 穂積産 穂積産 穂積産ゆずゆずゆずゆず（22～28（22～28（22～28（22～28個個個個））））

富士川地域の選りすぐり大人気の特産品をぎゅぎゅ
と、ひとつの詰め合わせギフトにしました。柚子シャー
ベット、ラ・フランスシャーベット、甘々娘もろこしアイ
ス、大塚人参アイス、竹炭アイス、お茶アイスのセット
です。

富士川町生まれのヤマメを加工した商品の詰め合
わせです。甘露煮は炭で焼いた後、2日間炊き、骨
までやわらかくなっております。全てが手作りの逸品
です。
商品は、甘露煮×1、骨酒×2、干物×1の4品の
セット

富士川町穂積地区特産の柚子をお届けしま
す。香りの良さを味わってみてください。

※お届けは11月中旬以降になります。

光明石の湯　いちいちいちいち柳柳柳柳ホテルホテルホテルホテル ㈲㈲㈲㈲忍沢養殖場忍沢養殖場忍沢養殖場忍沢養殖場 日出日出日出日出づるづるづるづる里活性化組合/里活性化組合/里活性化組合/里活性化組合/JAJAJAJAふじかわふじかわふじかわふじかわ

A402A402A402A402 ゆず ゆず ゆず ゆず加工品詰合加工品詰合加工品詰合加工品詰合せせせせ　Ｃ　Ｃ　Ｃ　Ｃセットセットセットセット 　　　　A403A403A403A403　　　　ゆずジュース10ゆずジュース10ゆずジュース10ゆずジュース10本本本本セットセットセットセット 　　　　A501A501A501A501　　　　ラ・フランスジュースとラ・フランスジュースとラ・フランスジュースとラ・フランスジュースと洋梨洋梨洋梨洋梨のジャムのジャムのジャムのジャム

富士川町特産「穂積の柚子」で作った加工品
です。
ゆずポン酢、ゆずジャム、ゆずマーマレード、ゆ
ず胡椒、ゆず味噌の5品がセットになっていま
す。

富士川町穂積地区で栽培された香りの高いゆ
ずを絞ったジュース。
甘みの中にもさわやかなゆずの風味が感じられ
ます。
果汁10％、加糖

富士川町産のラ・フランスをジュースとジャム
にしました。なめらかな食感の完熟ラ・フランス
を農家から直送します！

日出日出日出日出づるづるづるづる里活性化組合里活性化組合里活性化組合里活性化組合 日出日出日出日出づるづるづるづる里活性化組合里活性化組合里活性化組合里活性化組合 フルーツパーク　斎庵斎庵斎庵斎庵

A502 A502 A502 A502 完熟完熟完熟完熟ラ・フランス2ラ・フランス2ラ・フランス2ラ・フランス2kgkgkgkg A601A601A601A601 鳥 鳥 鳥 鳥もつもつもつもつ煮味付煮味付煮味付煮味付パックパックパックパック　　　　１１１１．．．．２２２２ｋｇｋｇｋｇｋｇ A701A701A701A701　　　　ストラップストラップストラップストラップ（（（（楽器楽器楽器楽器シリーズシリーズシリーズシリーズ））））

富士川町の果樹屋「斎庵」より、あんしん安全
で新鮮なラ・フランスを直接お届けします。斎
庵の洋梨はすべて手間と時間をかけて追熟を
し、濃厚なうまみ、甘みが凝縮された食べ頃の
洋梨をお届けしています。

今や山梨県を代表する食品！！その「甲府鳥
もつ煮」をご家庭で簡単に再現できる味付け
パック、煮るだけの簡単調理で本格的な味が
楽しめる逸品。400g×3パックにしてお届けし
ます。

ギター、バイオリン、ピアノの3種類の可愛い木
製ストラップのセット。
ひとつひとつ手作業で製作するため材質に
よって色や木目が見本と異なりますがご了承く
ださい。

フルーツパーク　斎庵斎庵斎庵斎庵 ㈲㈲㈲㈲ミート・ミート・ミート・ミート・高橋高橋高橋高橋 木工房木工房木工房木工房　　　　きかんきかんきかんきかん舎舎舎舎

現在お申し込みの受付を停止現在お申し込みの受付を停止現在お申し込みの受付を停止現在お申し込みの受付を停止

しています。（秋頃受付予定）しています。（秋頃受付予定）しています。（秋頃受付予定）しています。（秋頃受付予定）

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。



A702A702A702A702  ストラップのセット  ストラップのセット  ストラップのセット  ストラップのセット A703A703A703A703  ネコのストラップセット  ネコのストラップセット  ネコのストラップセット  ネコのストラップセット A801  A801  A801  A801  和和和和ぷろんぷろんぷろんぷろん

自然な木の色や、木目を生かして製作した工房オリ
ジナルのストラップ4種類（にくきゅう、くぬぎ、富士
山、ピアノ）
ひとつひとつ手作業で製作するため材質によって色
や木目が見本と異なりますがご了承ください。

可愛いネコのストラップとブローチのセット。
自然な木の色と木目を生かして製作していま
す。
ひとつひとつ手作業で製作するため材質によっ
て色や木目が見本と異なりますがご了承くださ
い。

食事など飲食のときに簡単に掛けられる前掛
け。和装のときや介護にも使え、小さくたためる
ので持ち歩きにも便利です。生地はポリエステ
ルちりめんを使った和のテイストが楽しい逸品で
す。

木工房木工房木工房木工房　　　　きかんきかんきかんきかん舎舎舎舎 木工房木工房木工房木工房　　　　きかんきかんきかんきかん舎舎舎舎 山京山京山京山京・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ

A901 A901 A901 A901 柚子入柚子入柚子入柚子入りどらりどらりどらりどら焼焼焼焼きききき　　　　１０１０１０１０個入個入個入個入 A902 A902 A902 A902 丹波産黒豆丹波産黒豆丹波産黒豆丹波産黒豆どらどらどらどら焼焼焼焼きききき　　　　１０１０１０１０個入個入個入個入 A1001A1001A1001A1001 黒 黒 黒 黒にんにくにんにくにんにくにんにく

no image no image

白あんの中に富士川町特産「穂積の柚子」が
入ったどら焼き。香りだけでなく、刻み柚子の食
感も楽しめる逸品です。

丹波の黒豆を餡に使用したどら焼き。大粒の
黒豆も入ったしっとりした食感です。

畑から収穫したにんにくを、一定の温度と湿度
のもとで、1か月間熟成させました。湿度を保つ
ための水分以外は、添加物や化合物は一切
加えていませんので、安心してお召し上がりくだ
さい。

御菓子司　やまもとややまもとややまもとややまもとや 御菓子司　やまもとややまもとややまもとややまもとや 平林交流の郷　みさきみさきみさきみさき耕舎耕舎耕舎耕舎

A1101A1101A1101A1101 つくたべかんセット つくたべかんセット つくたべかんセット つくたべかんセット A1201A1201A1201A1201 塩分 塩分 塩分 塩分ゼロセットゼロセットゼロセットゼロセット A1202A1202A1202A1202 日替 日替 日替 日替わりわりわりわり雑穀雑穀雑穀雑穀ごはんごはんごはんごはん

富士川町十谷地区の郷土料理「みみ」をご家
庭で簡単に楽しめる「つくたべかんセット」として
お届けします。商品は、郷土料理みみ（2人前
×2袋）手前味噌（800g）しそジュース
（720ml）

食塩不使用の乾麺です。塩分が気になる方のため
に開発しました。通常、乾麺を茹でると茹で湯に食塩
が溶け出しますが、実は完全には抜け切ってはいま
せん。！食塩不使用のこの商品ならば「塩分ゼロ」で
安心して召し上がっていただけます。

色々な雑穀ごはんが日替わりで楽しめる雑穀
ごはんのバラエティパックです。雑穀の味に不
安を持つ方にも、まずは自分の好みの雑穀が
お試しでみつけられます。
660ｇ（110ｇ×6袋）×6袋

㈱㈱㈱㈱富士川富士川富士川富士川 ㈱㈱㈱㈱はくばくはくばくはくばくはくばく ㈱㈱㈱㈱はくばくはくばくはくばくはくばく



A1203A1203A1203A1203 山梨県産 山梨県産 山梨県産 山梨県産コシヒカリ5コシヒカリ5コシヒカリ5コシヒカリ5kgkgkgkg A1301A1301A1301A1301 立 立 立 立よしよしよしよし馬肉料理馬肉料理馬肉料理馬肉料理ＡＡＡＡセットセットセットセット A1401A1401A1401A1401　　　　ラ・フランスラ・フランスラ・フランスラ・フランス＆＆＆＆貴陽貴陽貴陽貴陽のジュースのジュースのジュースのジュース

平成27年産　山梨県産コシヒカリです。山梨の
美味しい水と、恵まれた日光で育てました。新
鮮な精米を食べていただけるよう、ご注文を頂
いてから精米いたします。
新鮮な山梨のお米をお楽しみください。

1925年創業の老舗割烹「立よし」の人気メ
ニュー「うま丼」（160g×2袋）と山梨伝統食「馬
もつの煮込み」（180g×2袋）を真空パックにし
てお届けします。牛や豚に比べ油が少ない馬肉
を是非お楽しみください。

富士川町産のラ・フランスとスモモ「貴陽」をジュース
にしました。ラ・フランスは100%、貴陽は80%の果汁入
りで、とても濃厚な味わいです。

㈱㈱㈱㈱はくばくはくばくはくばくはくばく 割烹割烹割烹割烹　　　　立立立立よしよしよしよし ラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほ　　　　もちづきもちづきもちづきもちづき農園農園農園農園

A1402A1402A1402A1402 ラ・フランスジュースとジャムのセット ラ・フランスジュースとジャムのセット ラ・フランスジュースとジャムのセット ラ・フランスジュースとジャムのセット A1403A1403A1403A1403 ラ・フランス ラ・フランス ラ・フランス ラ・フランス又又又又はははは西洋西洋西洋西洋なしなしなしなし　2㎏　2㎏　2㎏　2㎏箱箱箱箱 A1501 A1501 A1501 A1501 あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの大豆商品詰合大豆商品詰合大豆商品詰合大豆商品詰合せせせせ

coming soon

ラ・フランス100％ジュースとジャムのセットで
す。(いずれも農園自家生産の果実のみを使用
しています。）

クリーミーな甘味たっぷりのラ・フランス又は西
洋なし2㎏を箱詰めにしてお届けします。！香り
が良く、濃厚な甘味と滑らかな舌触りで、上品
な味をお楽しみください。
※お届けは10月～11月を予定しています。

あけぼの大豆、味噌、きな粉の詰合せをお届け
します。大粒で甘みの強い特産の「あけぼの大
豆」をぜひ味わってみてください。

ラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほ　　　　もちづきもちづきもちづきもちづき農園農園農園農園 ラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほ　　　　もちづきもちづきもちづきもちづき農園農園農園農園 ＪＡＪＡＪＡＪＡふじかわふじかわふじかわふじかわ

A1502A1502A1502A1502 ゆずの ゆずの ゆずの ゆずの加工品詰合加工品詰合加工品詰合加工品詰合せせせせ A1503A1503A1503A1503 平林 平林 平林 平林トマトトマトトマトトマト A1601A1601A1601A1601 コーヒーカップ コーヒーカップ コーヒーカップ コーヒーカップ

穂積産ゆずを使用したゆず酒・ゆずポン酢の
セットをお届けします。

富士川町の天空の里からお届けする完熟桃太
郎トマトです。皮が厚くて甘いので、ぜひご堪能く
ださい。
※写真は見本です。実際お届けする商品とイ
メージが異なる場合があります。
※お届けは8月頃を予定しています。

間伐材・端材を使用した100％薪で焼いた陶器
です。薪の灰が陶器の表面に降りかかり自然釉
となります。※掲載写真はサンプルです。ソー
サーは付きません。焼成条件等により、作品ご
とに色合い、模様が異なります。

ＪＡＪＡＪＡＪＡふじかわふじかわふじかわふじかわ ＪＡＪＡＪＡＪＡふじかわふじかわふじかわふじかわ 増穂登増穂登増穂登増穂登りりりり窯窯窯窯

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しましため受付を終了しましため受付を終了しましため受付を終了しました。。。。

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。



A1701A1701A1701A1701 鰍沢地酒 鰍沢地酒 鰍沢地酒 鰍沢地酒　720ｍｌ　720ｍｌ　720ｍｌ　720ｍｌ A1801 A1801 A1801 A1801 春鶯囀本醸造1.8春鶯囀本醸造1.8春鶯囀本醸造1.8春鶯囀本醸造1.8ℓℓℓℓ A1802A1802A1802A1802 春鶯囀飲 春鶯囀飲 春鶯囀飲 春鶯囀飲みくらべセットみくらべセットみくらべセットみくらべセット

地元春鶯囀で醸造した県産米100％使用の
地酒「鰍沢」をお届けします。

米・米麹のみで仕込んだ酒通向きです。飲み
口はやわらかくコクもあり、後味はキレが良く飲
み飽きしない食中酒です。冷やして、常温で、
熱燗で・・・毎日の晩酌にどうぞ！

辛口純米酒、純米吟醸、純米大吟醸の3本セット。
それぞれの味の「ちがい」を飲みくらべてみてくださ
い。

和泉文和泉文和泉文和泉文　　　　矢崎酒店矢崎酒店矢崎酒店矢崎酒店 ㈱㈱㈱㈱萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店 ㈱㈱㈱㈱萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店

AAAA１９０１９０１９０１９０1111　　　　焼酎焼酎焼酎焼酎：：：：虎王丸虎王丸虎王丸虎王丸 A1902 A1902 A1902 A1902 舂米棚田米舂米棚田米舂米棚田米舂米棚田米のののの酒粕酒粕酒粕酒粕 coming sooncoming sooncoming sooncoming soon

coming soon

富士川町箱原地区で栽培されたサツマイモ：コガネ
センガンを１００％使用した本格焼酎です。コガネセ
ンガン特有のフルーティーな香りです。地元有志が
耕作放棄地解消、地域おこしとして生産しています。
＊数量限定商品

高台に位置し、美味しい水が豊富な舂米（つき
よね）地区。地元有志「舂米の文字を後生に
伝える会」が棚田で栽培した酒米から純米酒
「舂米」ができました。舂米の酒粕です。冷凍で
保存すれば一年中使えます。

NPONPONPONPO法人富士川法人富士川法人富士川法人富士川・・・・夢夢夢夢・・・・未来未来未来未来 NPONPONPONPO法人富士川法人富士川法人富士川法人富士川・・・・夢夢夢夢・・・・未来未来未来未来

coming sooncoming sooncoming sooncoming soon coming sooncoming sooncoming sooncoming soon coming sooncoming sooncoming sooncoming soon

coming soon coming soon coming soon

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。



B101 B101 B101 B101 竹林堂銘菓詰合竹林堂銘菓詰合竹林堂銘菓詰合竹林堂銘菓詰合せせせせ B201 B201 B201 B201 富士川富士川富士川富士川あいすあいすあいすあいす　　　　１２１２１２１２個個個個セットセットセットセット

竹林堂の代表銘菓詰合せです。富士川カステ
ラ、スイートポテト、塩饅頭と世代を問わず、多
くの方に喜ばれること請け合いです！

富士川地域の選りすぐり大人気の特産品をぎゅぎゅ
と、ひとつの詰め合わせギフトにしました。柚子シャー
ベット、ラ・フランスシャーベット、甘々娘もろこしアイ
ス、大塚人参アイス、竹炭アイス、お茶アイスのセット
です。

甲州和菓子処　竹林堂竹林堂竹林堂竹林堂 光明石の湯　いちいちいちいち柳柳柳柳ホテルホテルホテルホテル

B301B301B301B301 黄金 黄金 黄金 黄金いくらいくらいくらいくら　　　　２２２２本本本本セットセットセットセット B401B401B401B401 ゆず ゆず ゆず ゆず加工品詰合加工品詰合加工品詰合加工品詰合せせせせ　Ｂ　Ｂ　Ｂ　Ｂセットセットセットセット B501B501B501B501 ラ・フランスと ラ・フランスと ラ・フランスと ラ・フランスと貴陽貴陽貴陽貴陽のジュースのジュースのジュースのジュース

no image no image

ヤマメ、イワナの魚卵を醤油漬けにしました。数
量限定のとても貴重な逸品です。プチプチとし
た食感が特徴です。
※お届けは1０月～1月頃になります。

富士川町特産「穂積の柚子」で作った加工品
です。
ゆずポン酢、ゆずジャム、ゆずマーマレード、ゆ
ず胡椒ゆず味噌、ゆず搾りの6品セットになって
います。

富士川町産のラ・フランスと幻のすもも（貴陽）
をジュースにしました。果汁100％のラ・フラン
スと、最高の甘味を持つ完熟貴陽(80％）の濃
厚な味わいをお楽しみいただけます。

㈲㈲㈲㈲忍沢養殖場忍沢養殖場忍沢養殖場忍沢養殖場 日出日出日出日出づるづるづるづる里活性化組合里活性化組合里活性化組合里活性化組合 フルーツパーク　斎庵斎庵斎庵斎庵

B701 B701 B701 B701 ストラップとペンダントストラップとペンダントストラップとペンダントストラップとペンダント B702B702B702B702 ライト ライト ライト ライト付付付付ハウスとハートのペンダントハウスとハートのペンダントハウスとハートのペンダントハウスとハートのペンダント B703B703B703B703 ハウスのセット ハウスのセット ハウスのセット ハウスのセット

ジルコニアがワンポイントのオープンハートのペンダン
トとストラップ2種（肉球、富士山）のセット。
ひとつひとつ手作業で製作するため材質によって色
や木目が見本と異なりますがご了承ください。

7色に変わるライト付ハウスとオープンハートの
ペンダント。
ひとつひとつ手作業で製作するため材質によっ
て色や木目が見本と異なりますがご了承くださ
い。

7色に変わるライト付ハウスと小さなハウスの
セット。
ひとつひとつ手作業で製作するため材質によっ
て色や木目が見本と異なりますがご了承くださ
い。

木工房木工房木工房木工房　　　　きかんきかんきかんきかん舎舎舎舎 木工房木工房木工房木工房　　　　きかんきかんきかんきかん舎舎舎舎 木工房木工房木工房木工房　　　　きかんきかんきかんきかん舎舎舎舎

富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税
感謝記念品感謝記念品感謝記念品感謝記念品

寄附金額寄附金額寄附金額寄附金額
10,000円以上（Bコース）10,000円以上（Bコース）10,000円以上（Bコース）10,000円以上（Bコース）

［掲載／順不同］

現在お申し込みの受付を停止し現在お申し込みの受付を停止し現在お申し込みの受付を停止し現在お申し込みの受付を停止し

ています。（秋頃受付予定）ています。（秋頃受付予定）ています。（秋頃受付予定）ています。（秋頃受付予定）



B801B801B801B801 和 和 和 和・つつみ・つつみ・つつみ・つつみ B802B802B802B802 クワッチ クワッチ クワッチ クワッチ B901B901B901B901 春鶯囀 春鶯囀 春鶯囀 春鶯囀「「「「かもさるるかもさるるかもさるるかもさるる蔵蔵蔵蔵」」」」

六瓢箪（むびょうたん）親子縞（おやこじま）孝
行縞（こうこうじま）が描かれた福ふろしき。無
病息災の願いを込め、周りには絆を強くする縁
起の良い柄に喜びと願いが込められています。
様々な記念日などにお使いいただけます。

地域の桑やイチイの木を使った根付け飾り。桑は昔
から、滋養の高い桑根酒、桑の実（マルベリー）ジャ
ム、果実酒等にも使われ、更に高級建具材として茶
道具等にも多く使われています。「クワバラ、クワバ
ラ・・・」と言うように、桑には厄除けの効果もあるとい
われています。

歌人与謝野晶子が命名した春鶯囀(しゅんのう
てん)の名が歴史を物語っています。やわらか
いさらりとした飲み口です

山京山京山京山京・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ 山京山京山京山京・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ 和泉文　矢崎酒店矢崎酒店矢崎酒店矢崎酒店

B902B902B902B902 鰍澤地酒 鰍澤地酒 鰍澤地酒 鰍澤地酒　720　720　720　720ml×2ml×2ml×2ml×2本本本本 B1001B1001B1001B1001 十六穀 十六穀 十六穀 十六穀ごはんごはんごはんごはん B1101B1101B1101B1101 立 立 立 立よしよしよしよし馬肉料理馬肉料理馬肉料理馬肉料理ＢＢＢＢセットセットセットセット

地元春鶯囀で醸造した県産米100％使用の
地酒セット。やや辛口の特別純米酒と辛口純
米酒の飲み比べをどうぞ。商品は、鰍澤と富嶽
三十六景（かじかざわ）です。

使用する穀物を厳選し、おいしい雑穀ごはんを
目指しました。くせのない甘みと香り、輝くたうや
ともちもち感、彩豊かな栄養をおいしく味わう穀
物ごはんの素です。
180ｇ（30ｇ×6袋）×6袋

立よし人気メニュー「うま丼の具」（160g×2
袋）、「馬もつの煮込み」（180g×2袋）、「馬肉
すき焼き風佃煮」（110g×1袋）をお届けしま
す。山梨の伝統食馬肉（桜肉）の味をお楽しみ
ください。

和泉文　矢崎酒店矢崎酒店矢崎酒店矢崎酒店 ㈱㈱㈱㈱はくばくはくばくはくばくはくばく 割烹割烹割烹割烹　　　　立立立立よしよしよしよし

B1201B1201B1201B1201 ラ・フランスジュース ラ・フランスジュース ラ・フランスジュース ラ・フランスジュース３３３３本本本本セットセットセットセット B1202B1202B1202B1202 ラ・フランスジュースと ラ・フランスジュースと ラ・フランスジュースと ラ・フランスジュースと貴陽貴陽貴陽貴陽ジュースとジャムのセットジュースとジャムのセットジュースとジャムのセットジュースとジャムのセット B1203B1203B1203B1203 シャーベット12 シャーベット12 シャーベット12 シャーベット12個個個個セットセットセットセット

no image

ラ・フランス100％ジュースとスモモ(貴陽）
80％果汁入り飲料のセットです。

ラ・フランス100％ジュースととスモモ貴陽80%
のジュースにジャムをセットにしてお届けしま
す。(いずれも農園自家生産の果実のみを使
用しています。）

農園自家生産果実のシャーベットの12個入り
セット(西洋なし、日本なし、スモモ、いちじく、く
るみ、ゆず他）
※季節によりセット内容が異なります。

ラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほ　　　　もちづきもちづきもちづきもちづき農園農園農園農園 ラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほ　　　　もちづきもちづきもちづきもちづき農園農園農園農園 ラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほ　　　　もちづきもちづきもちづきもちづき農園農園農園農園



B1204B1204B1204B1204 ラ・フランス ラ・フランス ラ・フランス ラ・フランス又又又又はははは西洋西洋西洋西洋なし3なし3なし3なし3㎏㎏㎏㎏箱箱箱箱 B1205B1205B1205B1205 すもも すもも すもも すもも貴陽貴陽貴陽貴陽 B1301B1301B1301B1301 南部茶甲斐 南部茶甲斐 南部茶甲斐 南部茶甲斐のみどりのみどりのみどりのみどり

no image no image no image

クリーミーな甘味たっぷりのラ・フランス又は西
洋なし３㎏を箱詰めにしてお届けします。！香り
が良く、濃厚な甘味と滑らかな舌触りで、上品
な味をお楽しみください。
※お届けは10月～11月を予定しています。

富士川町もちづき農園で収穫した、すもも貴陽
をお届けします。
とても大きく食べごたえがあり、甘い果汁がたっ
ぷりのすもも（プラム）です。

南アルプス赤石山脈と天子山脈のふもと、澄
んだ空気と柔らかな陽光のもとで育まれた「銘
茶甲斐のみどり」をお届けします。

ラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほ　　　　もちづきもちづきもちづきもちづき農園農園農園農園 ラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほ　　　　もちづきもちづきもちづきもちづき農園農園農園農園 ＪＡＪＡＪＡＪＡふじかわふじかわふじかわふじかわ

B1302B1302B1302B1302　　　　富士川町産富士川町産富士川町産富士川町産もも2.5もも2.5もも2.5もも2.5kgkgkgkg B1303B1303B1303B1303　　　　富士川町産巨峰2.5富士川町産巨峰2.5富士川町産巨峰2.5富士川町産巨峰2.5㎏㎏㎏㎏ B1304 B1304 B1304 B1304 富士川町産富士川町産富士川町産富士川町産ロザリオビアンコロザリオビアンコロザリオビアンコロザリオビアンコ

no image

JAふじかわによるダイヤモンド富士の桃は、富
士川の清流を見下す南東斜面で、有機質肥
料による減農薬栽培を実践し、太陽をいっぱい
に浴びながら自然の恵みの中で育っています。
糖度が高く酸味とのバランスが良いので食味が
アップします。

JAふじかわより「ブドウの王様」巨峰をお届けし
ます。南アルプス山系の南東斜面で、太陽を
いっぱいに浴び育っています。
大粒で甘みたっぷりの種無し巨峰2.5㎏です。

JAふじかわより、大粒白ブドウのロザリオ・ビアンコを
お届けします。噛むと果汁が滴るようにあふれ、甘み
が強い割りに酸味が少なく、糖度の割りにまろやかな
甘みを感じます。

ＪＡＪＡＪＡＪＡふじかわふじかわふじかわふじかわ ＪＡＪＡＪＡＪＡふじかわふじかわふじかわふじかわ ＪＡＪＡＪＡＪＡふじかわふじかわふじかわふじかわ

B1305B1305B1305B1305 ゆずワイン2 ゆずワイン2 ゆずワイン2 ゆずワイン2本本本本 B1501B1501B1501B1501 抹茶茶碗 抹茶茶碗 抹茶茶碗 抹茶茶碗 B1601B1601B1601B1601 春鶯囀純米酒 春鶯囀純米酒 春鶯囀純米酒 春鶯囀純米酒「「「「鷹座巣鷹座巣鷹座巣鷹座巣」1.8」1.8」1.8」1.8ℓℓℓℓ

no image

富士川町の穂積地区の特産品ゆずのエキスを
凝縮した「ゆずワイン」。
爽やかな風味と甘さは和食にも洋食にもぴった
りで女性にも人気です。穂積の豊かな自然の
恵みをじっくり味わってください。

間伐材・端材を使用した100％薪で焼いた陶
器です。薪の灰が陶器の表面に降りかかり自
然釉となります。
※掲載写真はサンプルです。焼成条件等によ
り、作品ごとに色合い・模様が異なります。

辛口でキレのある男酒です。特にぬる燗がお勧めで
す。地元「富士川町」の契約栽培酒米「玉栄」と南ア
ルプス最南端「櫛形山」の極上の伏流水を使用した
「地産地消」を極めた純米酒です。小学館発刊「美
味しんぼ」82巻もに登場しました。

ＪＡＪＡＪＡＪＡふじかわふじかわふじかわふじかわ 増穂登増穂登増穂登増穂登りりりり窯窯窯窯 ㈱㈱㈱㈱萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。
今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。め受付を終了しました。



B1602B1602B1602B1602 春鶯囀 春鶯囀 春鶯囀 春鶯囀「「「「ゆずず・ゆずず・ゆずず・ゆずず・富士川富士川富士川富士川」」」」セットセットセットセット B1603B1603B1603B1603 春鶯囀純米酒 春鶯囀純米酒 春鶯囀純米酒 春鶯囀純米酒セットセットセットセット B1604B1604B1604B1604 春鶯囀 春鶯囀 春鶯囀 春鶯囀「「「「富嶽富嶽富嶽富嶽・・・・鷹座巣鷹座巣鷹座巣鷹座巣」」」」セットセットセットセット

coming soon

ゆずの産地富士川町穂積産の天然ゆず果汁と富士
川町産の酒米を原料とした「春鶯囀」に純米酒によ
る、日本酒ベースのリキュール「ゆずず」と地元産酒
米による柔かい飲み口の純米酒「富士川」のセットで
す。女性の方にもお楽しみいただけます。

純米辛口は、酒の種類とイメージをわかりやすい言
葉で表現しました。酒豪の方にもご満足いただける
しっかりした味わいです。純米酒は、米と麹のみで仕
込んだ酒通向きで、飲み口はやわらかいもののしっ
かりとしたコクもあります。

「鷹座巣」は辛口でキレのある男酒です。特に
ぬる燗がお勧めです！「富嶽」は、富士山の天
然水を仕込み水として使用しています。心地よ
い酸味とコクのある味わいをお楽しみいただけ
ます。

㈱㈱㈱㈱萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店 ㈱㈱㈱㈱萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店 ㈱㈱㈱㈱萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店

B1701B1701B1701B1701 鰍沢 鰍沢 鰍沢 鰍沢・・・・春鶯囀手春鶯囀手春鶯囀手春鶯囀手ぬぐいぬぐいぬぐいぬぐい２２２２本本本本セットセットセットセット coming sooncoming sooncoming sooncoming soon coming sooncoming sooncoming sooncoming soon

coming soon coming soon coming soon

型をつかって１枚ずつ染料を流し込む「注染」という
技法で染め上げた富嶽３６景にある「甲州鰍沢」の絵
刷毛で染料をぼかす独特の「引き染め」という技法で
染め上げた富士川町萬屋醸造店酒蔵オリジナルの
春鶯囀デザイン日本手ぬぐい２枚セット

NPONPONPONPO法人法人法人法人　　　　富士川富士川富士川富士川・・・・夢夢夢夢・・・・未来未来未来未来

coming sooncoming sooncoming sooncoming soon coming sooncoming sooncoming sooncoming soon coming sooncoming sooncoming sooncoming soon

coming soon coming soon coming soon



C101C101C101C101 竹林堂 竹林堂 竹林堂 竹林堂　　　　甲斐玉甲斐玉甲斐玉甲斐玉とととと銘菓銘菓銘菓銘菓のののの詰合詰合詰合詰合せせせせ C201C201C201C201 ゆず ゆず ゆず ゆず加工品詰合加工品詰合加工品詰合加工品詰合せせせせ　Ａ　Ａ　Ａ　Ａセットセットセットセット

no image

竹林堂の銘菓と甲斐玉飴をセットにしました。
バターカステラ、しあわせポテト、レーズンチー
ズ入り饅頭、塩饅頭と竹林堂を代表する銘菓
と、なめらかで懐かしい味の甲斐玉をぜひご賞
味ください。

富士川町特産「穂積の柚子」で作った加工品
です。
ゆず搾り、ゆずポン酢、ゆずジャム、ゆず胡椒、
ゆず味噌、蜂蜜、ゆず七味、ゆずジュース×2
本の9品がセットになっています。

竹林堂竹林堂竹林堂竹林堂 日出日出日出日出づるづるづるづる里活性化組合里活性化組合里活性化組合里活性化組合

C301C301C301C301 甲斐 甲斐 甲斐 甲斐あかねあかねあかねあかね鱒鱒鱒鱒づくしづくしづくしづくし C401C401C401C401 ラ・フランスと ラ・フランスと ラ・フランスと ラ・フランスと貴陽貴陽貴陽貴陽とととと柚子柚子柚子柚子のジュースのジュースのジュースのジュース C601C601C601C601 棚田米 棚田米 棚田米 棚田米１０１０１０１０ｋｇｋｇｋｇｋｇ

富士川町の清流で育てたブランド魚「甲斐あかね
鱒」の加工品です。ご飯やお酒にぴったりのセットをお
届けします。
商品は、ゆず塩糀漬、醤油糀漬、茜色の山脈、スモ
モーク、フレーク、ﾊﾗﾊﾗあかねの6品セット

富士川町で採れた新鮮なラ・フランス、すもも
（貴陽）、柚子をおいしく丁寧に搾りました。厳
選された素材からできたジュースをお楽しみい
ただけます。

富士山の絶景が見える富士川町平林の棚田
のお米です。天日干しをして収穫しますので、
冷めても美味しいお米です。
※お届けは9月以降となります。

㈲㈲㈲㈲忍沢養殖場忍沢養殖場忍沢養殖場忍沢養殖場 フルーツパーク　斎庵斎庵斎庵斎庵 平林交流の郷　みさきみさきみさきみさき耕舎耕舎耕舎耕舎

C701C701C701C701 霧 霧 霧 霧しなそばギフトしなそばギフトしなそばギフトしなそばギフト白樺白樺白樺白樺 C702C702C702C702 国内産名撰十六穀 国内産名撰十六穀 国内産名撰十六穀 国内産名撰十六穀 C703C703C703C703　　　　山梨県産山梨県産山梨県産山梨県産コシヒカリ10コシヒカリ10コシヒカリ10コシヒカリ10kgkgkgkg

藪そば(6束）、抹茶そば(4束）、御膳そば(4
束）、更科そば(6束）、そばつゆ(300ｍｌ×2本）
が入ったそば好きの方に嬉しいギフト商品で
す。

お客様の声にお応えした、国内産原料使用の
雑穀ブレンドです。ふっくら香ばしい甘みと旨味
のあふれるおいしさが特長のブレンドです。
180ｇ(30ｇ×6袋）×6袋

平成27年産　山梨県産コシヒカリです。山梨の
美味しい水と、恵まれた日光で育てました。新
鮮な精米を食べていただけるよう、ご注文を頂
いてから精米いたします。
新鮮な山梨のお米をお楽しみください。

㈱㈱㈱㈱はくばくはくばくはくばくはくばく ㈱㈱㈱㈱はくばくはくばくはくばくはくばく ㈱㈱㈱㈱はくばくはくばくはくばくはくばく

富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税
感謝記念品感謝記念品感謝記念品感謝記念品

（寄附金額）（寄附金額）（寄附金額）（寄附金額）
２0,000円以上（Cコース）２0,000円以上（Cコース）２0,000円以上（Cコース）２0,000円以上（Cコース）

［掲載／順不同］



C801 C801 C801 C801 立立立立よしよしよしよし馬肉料理馬肉料理馬肉料理馬肉料理ＣＣＣＣセットセットセットセット C901C901C901C901 にくきゅうセット にくきゅうセット にくきゅうセット にくきゅうセット C902 C902 C902 C902 ハウスオルゴールセットハウスオルゴールセットハウスオルゴールセットハウスオルゴールセット（18（18（18（18弁弁弁弁））））

立よし人気メニュー「うま丼の具」（160g×4
袋）、「馬もつの煮込み」（180g×2袋）、「馬肉
すき焼き風佃煮」（110g×2袋）をお届けしま
す。山梨の伝統食馬肉（桜肉）の味をお楽しみ
ください。

可愛いにくきゅうの小物セット。
木製キーホルダーの時計、ストラップ、ペンダント。
ひとつひとつ手作業で製作するため材質によって色
や木目が見本と異なりますがご了承ください。
※時計は電池の交換も出来ます。

18弁のメカを使用したハウス型のオルゴー
ルと7色に変わるライト付ハウスのセット。
ひとつひとつ手作業で製作するため材質によって色
や木目が見本と異なりますがご了承ください。

割烹割烹割烹割烹　　　　立立立立よしよしよしよし 木工房木工房木工房木工房　　　　きかんきかんきかんきかん舎舎舎舎 木工房木工房木工房木工房　　　　きかんきかんきかんきかん舎舎舎舎

C903C903C903C903 ハウスオルゴールセット ハウスオルゴールセット ハウスオルゴールセット ハウスオルゴールセット（23（23（23（23弁弁弁弁）））） C1001C1001C1001C1001 まゆの まゆの まゆの まゆの贈贈贈贈りものりものりものりもの C1101C1101C1101C1101 ラ・ﾌﾗﾝｽ ラ・ﾌﾗﾝｽ ラ・ﾌﾗﾝｽ ラ・ﾌﾗﾝｽ又又又又はははは西洋西洋西洋西洋なしなしなしなし　　　　特選箱特選箱特選箱特選箱

23弁のメカを使用したハウス型のオルゴールと小さ
なハウスのセット。
ひとつひとつ手作業で製作するため材質によって色
や木目が見本と異なりますがご了承ください。

自然の中で人の肌成分に近いと言われる天然たん
ぱく成分（保湿成分）を多く含んでおり、肌をトータル
に守ってくれます。まゆのシャンプー500ml、まゆのコ
ンディショナー500ml、まゆ石鹸100g、まゆのお風呂
25g×4袋がセットになった「まゆの贈りもの」をお届け
します。

ラ・フランス又は西洋なしの超大玉(1個350以
上を7～9個）箱詰め
※お届けは10月～11月を予定しています。

木工房木工房木工房木工房　　　　きかんきかんきかんきかん舎舎舎舎 山京山京山京山京・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ ラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほラ・フランスますほ　　　　もちづきもちづきもちづきもちづき農園農園農園農園

C1201C1201C1201C1201 富士川地酒720 富士川地酒720 富士川地酒720 富士川地酒720ml×3ml×3ml×3ml×3本本本本セットセットセットセット C1301C1301C1301C1301  体験陶芸  体験陶芸  体験陶芸  体験陶芸 C1401C1401C1401C1401 春鶯囀生酒蔵元直送 春鶯囀生酒蔵元直送 春鶯囀生酒蔵元直送 春鶯囀生酒蔵元直送「「「「活活活活」」」」セットセットセットセット

coming soon

地元春鶯囀で醸造した県産米100％使用の
地酒セット。辛口純米酒、すっきりとした口当た
りの純米吟醸、やや辛口の特別純米酒の飲み
比べをどうぞ。商品は、鰍澤、富嶽三十六景
（かじかざわ）、富嶽です。

標高約850ｍにある増穂登り窯で、陶芸を体験でき
ます。マグカップ、茶碗、湯呑みなら2個程度作るこ
とができます。製作時間は90分です。
※発送まで20日～40日程度要します。
※交通費等は寄附者様のご負担となります。

蔵元より、フレッシュな生酒を直送いたします。
吟醸生酒、純米生酒、本醸造生酒の味の異
なる生酒がお楽しみいただけます。

和泉文　矢崎酒店矢崎酒店矢崎酒店矢崎酒店 増穂登増穂登増穂登増穂登りりりり窯窯窯窯 ㈱㈱㈱㈱萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しましため受付を終了しましため受付を終了しましため受付を終了しました。。。。



C1402C1402C1402C1402  六齋  六齋  六齋  六齋セットセットセットセット C1403 C1403 C1403 C1403  春鶯囀 春鶯囀 春鶯囀 春鶯囀おおおお燗燗燗燗セットセットセットセット Ｃ1501Ｃ1501Ｃ1501Ｃ1501　　　　山梨山梨山梨山梨のののの果実果実果実果実をををを愛愛愛愛す12す12す12す12個個個個セットセットセットセット

coming soon coming soon coming soon

オリジナルボトルにスッキリとした辛さと深みのあ
る絶妙な後味が楽しめる吟醸酒の2本セットで
す。特製のおちょこもセットでお届けします。

春鶯囀の純米酒、本醸造酒、鷹座巣の3本
セットでお届けします。
どれもお燗にして飲むのに最適なお酒です。そ
れぞれの味の違いを是非ご堪能ください。

フルーツ王国山梨の果実をひとつにまとめたアイス
のセット。富士川町産柚子シャーベット、富士川町産
ラ・フランスシャーベットのほか、最高級すもも「貴
陽」、勝沼ぶどう、一宮もも、完熟いちごのアイスが2
個ずつ入ったセットになっています。

㈱㈱㈱㈱萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店 ㈱㈱㈱㈱萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店萬屋醸造店 光明石の湯　いちいちいちいち柳柳柳柳ホテルホテルホテルホテル

Ｃ1502Ｃ1502Ｃ1502Ｃ1502　　　　山梨山梨山梨山梨をををを愛愛愛愛す12す12す12す12個個個個セットセットセットセット C1601C1601C1601C1601　　　　焼酎焼酎焼酎焼酎：：：：虎王丸虎王丸虎王丸虎王丸・・・・鰍鰍鰍鰍のののの里2本里2本里2本里2本ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ C1602C1602C1602C1602　　　　焼酎焼酎焼酎焼酎：：：：虎王丸2本虎王丸2本虎王丸2本虎王丸2本ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ

coming soon

山梨の魅力をひとつ詰め合わせたアイスのセッ
ト。甲州ぶどうシャーベット、桃シャーベット、完
熟いちごアイス、ワインシャーベット、酒粕アイ
ス、十六穀アイスなどちょっと大人の味を楽し
めます。

富士川町箱原地区で栽培されたサツマイモ：コ
ガネセンガンを100％使用した本格焼酎です。
コガネセンガン特有のフルーティーな香りです。
地元有志が耕作放棄地解消、地域おこしとし
て生産しています。　　　＊数量限定

富士川町箱原地区で栽培されたサツマイモ：コ
ガネセンガンを100％使用した本格焼酎です。
コガネセンガン特有のフルーティーな香りです。
地元有志が耕作放棄地解消、地域おこしとし
て生産しています。

光明石の湯　いちいちいちいち柳柳柳柳ホテルホテルホテルホテル NPONPONPONPO法人富士川法人富士川法人富士川法人富士川・・・・夢夢夢夢・・・・未来未来未来未来 NPONPONPONPO法人富士川法人富士川法人富士川法人富士川・・・・夢夢夢夢・・・・未来未来未来未来

C1603C1603C1603C1603　　　　舂米棚田米舂米棚田米舂米棚田米舂米棚田米 C1701C1701C1701C1701　　　　富士川町産富士川町産富士川町産富士川町産もももももももも C1702C1702C1702C1702　　　　富士川町産富士川町産富士川町産富士川町産すももすももすももすもも

coming soon coming soon

高台に位置し、美味しい水が豊富な舂米（つき
よね）地区で栽培された農林２２号です。冷め
ても美味しい粒のしっかりとしたお米は、おにぎ
りやお寿司に最適です。5kg×2袋
玄米・籾での納品も可能です。

JAふじかわによるダイヤモンド富士の桃は、富士川
の清流を見下す南東斜面で、有機質肥料による減
農薬栽培を実践し、太陽をいっぱいに浴びながら自
然の恵みの中で育っています。糖度が高く酸味との
バランスが良いので食味がアップします。５ｋｇ

JAふじかわによるダイヤモンド富士のすももは、南ア
ルプス山系の南東斜面で、天然アミノ酸肥料を使
い、太陽をいっぱいに浴びながら自然の恵みの中で
育てた力作です。酸味と糖のバランスのとれた本当
のスモモをご賞味ください。５．６ｋｇ

NPONPONPONPO法人富士川法人富士川法人富士川法人富士川・・・・夢夢夢夢・・・・未来未来未来未来 JAJAJAJAふじかわふじかわふじかわふじかわ JAJAJAJAふじかわふじかわふじかわふじかわ

今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しましため受付を終了しましため受付を終了しましため受付を終了しました。。。。
今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた今年度、予定数量に達したた

め受付を終了しましため受付を終了しましため受付を終了しましため受付を終了しました。。。。



C1801C1801C1801C1801　　　　草木染扇子6寸5分25間草木染扇子6寸5分25間草木染扇子6寸5分25間草木染扇子6寸5分25間 C1802C1802C1802C1802　　　　草木染扇子7寸5分25間草木染扇子7寸5分25間草木染扇子7寸5分25間草木染扇子7寸5分25間

coming soon coming soon coming soon

楮の手漉和紙に一枚一枚、柄に合わせて草
木（植物染料）で染色しています。和紙はユネ
スコ無形文化遺産に登録された「本美濃紙」を
使用。扇骨は滋賀県高島市産の上質な骨を
使用しています。

楮の手漉和紙に一枚一枚、柄に合わせて草
木（植物染料）で染色しています。和紙はユネ
スコ無形文化遺産に登録された「本美濃紙」を
使用。扇骨は滋賀県高島市産の上質な骨を
使用しています。

杉山江見堂杉山江見堂杉山江見堂杉山江見堂 杉山江見堂杉山江見堂杉山江見堂杉山江見堂

coming soon coming soon coming soon

coming soon coming soon coming soon



D201D201D201D201～～～～DDDD２０４２０４２０４２０４　　　　還暦祝還暦祝還暦祝還暦祝いにいにいにいに赤赤赤赤いベストいベストいベストいベストⅠⅠⅠⅠ D205D205D205D205～～～～DDDD２０８２０８２０８２０８　　　　還暦祝還暦祝還暦祝還暦祝いにいにいにいに赤赤赤赤いベストいベストいベストいベストⅡⅡⅡⅡ

ルコック・メンズベスト。還暦祝いをオシャレに！カッコ
よく！
【商品番号】
D201（Mサイズ）、D202（Lサイズ）、D203（LLサイ
ズ）、D204（３Lサイズ）

還暦祝いをオシャレに！カッコよく！赤いベスト
をプレゼントしてみませんか？
【商品番号】D205（Mサイズ）、D206（Lサイ
ズ）、D207（LLサイズ）、D208（３Lサイズ）

メンズメンズメンズメンズ＆＆＆＆レディースショップレディースショップレディースショップレディースショップ水口屋水口屋水口屋水口屋 メンズメンズメンズメンズ＆＆＆＆レディースショップレディースショップレディースショップレディースショップ水口屋水口屋水口屋水口屋

DDDD３０３０３０３０１１１１草木染扇子7寸5分45間草木染扇子7寸5分45間草木染扇子7寸5分45間草木染扇子7寸5分45間 DDDD３０２３０２３０２３０２草木染扇子7寸5分45間草木染扇子7寸5分45間草木染扇子7寸5分45間草木染扇子7寸5分45間 DDDD３０３３０３３０３３０３草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間

coming soon coming soon coming soon

楮の手漉和紙に一枚一枚、柄に合わせて草木（植
物染料）で染色しています。和紙はユネスコ無形文
化遺産に登録された「本美濃紙」を使用。扇骨は滋
賀県高島産の上質な骨を使用しています。
グレー系

楮の手漉和紙に一枚一枚、柄に合わせて草木（植
物染料）で染色しています。和紙はユネスコ無形文
化遺産に登録された「本美濃紙」を使用。扇骨は滋
賀県高島産の上質な骨を使用しています。
藍色

楮の手漉和紙に一枚一枚、柄に合わせて草木（植
物染料）で染色しています。和紙はユネスコ無形文
化遺産に登録された「本美濃紙」を使用。扇骨は滋
賀県高島産の上質な骨を使用しています。
絞りピンク系

DDDD３０４３０４３０４３０４草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間 DDDD３０５３０５３０５３０５草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間 DDDD３０６３０６３０６３０６草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間草木染扇子6寸5分45間

coming soon coming soon coming soon

楮の手漉和紙に一枚一枚、柄に合わせて草木（植
物染料）で染色しています。和紙はユネスコ無形文
化遺産に登録された「本美濃紙」を使用。扇骨は滋
賀県高島産の上質な骨を使用しています。
絞り藍

楮の手漉和紙に一枚一枚、柄に合わせて草木（植
物染料）で染色しています。和紙はユネスコ無形文
化遺産に登録された「本美濃紙」を使用。扇骨は滋
賀県高島産の上質な骨を使用しています。
飛柄ピンク系

楮の手漉和紙に一枚一枚、柄に合わせて草木（植
物染料）で染色しています。和紙はユネスコ無形文
化遺産に登録された「本美濃紙」を使用。扇骨は滋
賀県高島産の上質な骨を使用しています。
飛柄黄色系

富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税富士川町ふるさと納税
感謝記念品感謝記念品感謝記念品感謝記念品

（寄附金額）（寄附金額）（寄附金額）（寄附金額）
30,000円以上（Dコース）30,000円以上（Dコース）30,000円以上（Dコース）30,000円以上（Dコース）

［掲載／順不同］



D101D101D101D101　　　　絹絹絹絹マフラー(マフラー(マフラー(マフラー(濃紺濃紺濃紺濃紺／／／／グレーグレーグレーグレー）））） D102D102D102D102　　　　絹絹絹絹マフラー(マフラー(マフラー(マフラー(薄薄薄薄グレーグレーグレーグレー／／／／ベージュベージュベージュベージュ））））

no image

結城紬は、二千年の歴史を持つ絹織の結晶で
す。
真綿の心地よさをそのまま、至福の絶品です。

結城紬は、二千年の歴史を持つ絹織の結晶で
す。
真綿の心地よさをそのまま、至福の絶品です。

山京山京山京山京・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ 山京山京山京山京・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ

D103D103D103D103　　　　デザインデザインデザインデザイン作務衣(黒作務衣(黒作務衣(黒作務衣(黒／／／／グレーグレーグレーグレー）））） D104D104D104D104　　　　デザインデザインデザインデザイン作務衣(黒作務衣(黒作務衣(黒作務衣(黒／／／／カーキカーキカーキカーキ））））

２色使いのお洒落な作務衣。肌触りの良い天然素材
は暖かくて使いやすいです。(写真の小物類はイメー
ジです。）
※サイズは、MサイズとLサイズの2種類です

２色使いのお洒落な作務衣。肌触りの良い天
然素材は暖かくて使いやすいです。(写真の小
物類はイメージです。）
※サイズは、MサイズとLサイズの2種類です

山京山京山京山京・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ 山京山京山京山京・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ・じゅぱんぐ

感謝記念品感謝記念品感謝記念品感謝記念品

（寄附金額）（寄附金額）（寄附金額）（寄附金額）
50,000円以上（Eコース）50,000円以上（Eコース）50,000円以上（Eコース）50,000円以上（Eコース）
［掲載／順不同］［掲載／順不同］［掲載／順不同］［掲載／順不同］


