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滋賀県

びわこ文具セット

12,000円

滋賀・琵琶湖を愛する文具セッ
トです。
琵琶湖のカタチをしたクリップ
やふせん、琵琶湖がスラスラ描
けるテンプレート、琵琶湖のお

プレミアムノートセット

12,000円

日本の伝統的な和柄・歴史をモ
チーフとした文具セットです。
ノートブック〈ReEDENPREMIUM
〉は、特殊印刷で施した日本の
伝統紋様がきらめく表紙が「…

とび太くん文具セット

12,000円

滋賀県の道路ではお馴染み、「
とび太くん」とのコラボ文具を
中心とした文具セットです。
中身罫線にもこだわったとび太
くんのオリジナルデザインの…

陶額『琵琶湖の桜』

37,000円

淡く透明感のある布引焼独自の
技法「七彩天目」で、琵琶湖岸
に美しく咲き誇る桜を陶板に焼
き付けました。琵琶湖をゆった
りと眺めながら癒しのひとと…

NPSコーヒードリッパースタンド
AH

45,000円

ステンレスの美しさで心満たさ
れ感じながら、ご自身のこだわ
りのハンドドリップコーヒーを
おうち時間に如何でしょうか？
シンプルかつ機能的。当社オ…

萩乃露純米吟醸・純米三種セッ
ト

15,000円

近江高島で酒造り一筋270余年
。やわらかで味わい深い手造り
の地酒です。人気の高い二種の
純米吟醸酒と一種類の純米酒の
合計三種のお酒をお楽しみく…

萩乃露純米吟醸二種セット

10,000円

近江高島で酒造り一筋260余年
。やわらかで味わい深い手造り
の地酒です。人気の高い二種類
の純米吟醸酒をお楽しみくださ
い。

萩乃露純米大吟醸二種セット

22,000円

近江高島で酒造り一筋260余年
。やわらかで味わい深い手造り
の地酒です。良質な山田錦100
％の贅沢な二種の純米大吟醸酒
をお楽しみください。

萩乃露純米大吟醸・純米吟醸三
種セット

28,000円

近江高島で酒造り一筋270余年
。やわらかで味わい深い手造り
の地酒です。人気の高い二種の
純米大吟醸酒と一種類の純米吟
醸酒の合計三種のお酒をお楽…

萩乃露国産果実のリキュール４
本セット

15,000円

近江高島で酒造り一筋260余年
の酒蔵が造った、日本酒と国産
厳選果実のお酒。初めて口にさ
れたお客様は嬉しそうな表情に
なります。２種類各２本をセ…

春乃峰純米大吟醸＆純米吟醸玉
栄55％720ml2本セット

20,000円

春乃峰純米大吟醸。
契約栽培甲賀産山田錦１００％
使用。R2BY新商品。
アルコール分を抑えお米本来の
甘みを活かしたスイスイ飲める

春乃峰大吟醸720ml

10,000円

契約栽培甲賀産山田錦１００％
使用。
特徴ある香りと飲んだ瞬間広が
る甘み。
キリッとした後口をお楽しみ下
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滋賀県

春乃峰お酒のお菓子

12,000円

地酒”春乃峰”の酒粕をタップ
リ使った焼き菓子甲賀流白玉爆
弾ポルポローネと、一度食べた
ら忘れられない冷凍”さけかす
まかろん”のセット。

紅茶De日本酒SAKURA（さくら）

12,000円

全て甲賀産の製品で構成された
SAKURA!!
日本酒の新しい味を楽しんでい
ただくと共に甲賀の風土にも興
味を持っていただける商品です

旭日福純米大吟醸1.8L

37,000円

特に良質な「山田錦」と杜氏の
技で完成させた、特別な純米大
吟醸。
やさしく気品のある香りと、ま
ろやかな味わい。

旭日福純米大吟醸720ml

19,000円

特に良質な「山田錦」と杜氏の
技で完成させた、特別な純米大
吟醸。
やさしく気品のある香りと、ま
ろやかな味わい。

和楽720ml×3本

18,000円

・お米のうま味広がる特別純米
酒
・華やかな香りの大吟醸
・スッキリとした酸味の生もと
造り

琵琶の舞さやか720ml×2本

20,000円

・やさしくさらりとした飲み口
の大吟醸
・華やかな吟醸香の純米大吟醸

※冷暗所にて保存してください

復活米720ml×2本

16,000円

幻の酒米、滋賀渡船六号と滋賀
渡船二号を飲み比べできるセッ
トです。

※冷暗所にて保存してください

旭日霄SORA純米大吟醸原酒720ml

17,000円

晴れ渡る大空のように雑味のな
い上品な味わい。
無濾過、やや淡麗やや甘口の純
米大吟醸原酒。

琵琶の舞梅酒本格梅酒720ml

10,000円

当家の純米原酒に漬け込んだま
ろやかな本格梅酒。
地元の梅をグラニュー糖で漬け
込みました。
酸味料等無添加。

近江文化を美しく語る文化誌『
近江学』第11号＆第12号2巻セッ
ト

13,000円

【第11号】
第11号を区切りにデザインをリ
ニューアル。写真家・今森光彦
氏の原点ともいうべき里山にま
つわるフォトエッセイを巻頭に

近江文化を美しく語る文化誌『
近江学』第9号＆第10号2巻セッ
ト

13,000円

【第9号】
今号の特集は「道はつなぐ」。
美濃と京、東国と西国、朝鮮と
日本、それぞれを結んだ“道の
国”近江をめぐる論考、「織田

近江文化を美しく語る文化誌『
近江学』第7号＆第8号2巻セット

13,000円

【第7号】
鋤の刃先など鉄製農具の修理を
おこなう野鍛冶、地中に埋めら
れた形で発見される青銅製祭祀
具・銅鐸、大津祭の曳山を彩る
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滋賀県

大津百福セット

10,000円

第２７回全国菓子博覧会名誉総
裁賞受賞のエコロはるちゃんプ
ロデュ－スの品物の数々。近畿
２０００万人の水がめ琵琶湖か
らの贈り物。湖北・湖東の水…

滋賀のブランド近江しゃも鍋（2
人前）

22,000円

滋賀の地鶏！近江しゃもは、14
0日間平飼されたため、とって
も味わい豊かな鶏です。当店の
鶏ガラから出した割り下は、し
ゃもを一層美味しくさせます…

長浜市余呉町産えごま100％使用
のえごまオイル3本セット

20,000円

余呉町で収穫されたえごまを唐
箕選別、水洗い、乾燥、目視検
査という順番で丁寧に選別した
後、生のえごまを岐阜県内の搾
油所で少量ずつ低温圧搾法で…

信楽澤善のたぬき味噌

10,000円

信楽の米と大豆で仕込んだ手作
り味噌に近江の鶏そぼろを丹念
に練り合わせて”たぬき味噌”
と名付けられました。水と空気
が澄んだ信楽で生まれた”たぬ

信楽焼陶芸体験電動ろくろ

20,000円

超人気！！
初めての方でもできます。チャ
レンジしてください！
約1時間
信楽の粘土で楽しくて真剣なひ

信楽焼陶芸体験型押したぬき作
り

18,000円

超人気！！
初めての方でもできます。チャ
レンジしてください！
約90分
信楽の粘土で楽しくて真剣なひ

和紙のボディータオル

11,000円

和紙を4ｍｍにカットして軽く
撚ってからボディータオルに仕
上げてます。洗い上りがすっき
り心地良くリピート率が高い商
品です。

朝宮茶・あさみや茶スイーツ「
抹茶葛餅」詰合せ

17,000円

１２００年の伝統の味と香り、
日本五大銘茶の「朝宮茶」と吉
野本葛を使用した濃厚抹茶あん
の葛餅です。
お抹茶の香りと「つるつる・ぷ

1200年の伝統の味と香り「特選
朝宮茶」

18,000円

みどりの山里、せせらぎのほと
りで丹念に摘み取られた「朝宮
茶」は、恵まれた気候風土に培
われ、その独特のかぐわしい味
と香りは、歴代の天皇に献上…

朝宮茶詰合せ（玉露・煎茶）

29,000円

みどりの山里、せせらぎのほと
りで丹念に摘み取られた「朝宮
茶」は、恵まれた気候風土に培
われ、その独特のかぐわしい味
と香りは、歴代の天皇に献上…

信楽焼茶つぼ入り「玉露」

55,000円

みどりの山里、せせらぎのほと
りで丹念に摘み取られた「朝宮
茶」は、恵まれた気候風土に培
われ、その独特のかぐわしい味
と香りは、歴代の天皇に献上…

朝宮茶・あさみや茶スイーツ「
抹茶葛餅」詰合せ

11,000円

１２００年の伝統の味と香り、
日本五大銘茶の「朝宮茶」と吉
野本葛を使用した濃厚抹茶あん
の葛餅です。
お抹茶の香りと「つるつる・ぷ
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滋賀県

Shigachaティーバッグアラカル
ト4袋入（Premium玉露＆フレー
バーティー3種）

12,000円

Shigachaティーバッグアラカル
トは滋賀の茶農家さんが丹精込
めて作られた茶葉を使用しまし
た。4種類の詰め合わせなので
、気分やシーンを変えてお楽…

Shigachaティーバッグアラカル
ト6袋入（Premium玉露3袋＆フレ
ーバーティー3種）

18,000円

Shigachaティーバッグアラカル
トは滋賀の茶農家さんが丹精込
めて作られた茶葉を使用しまし
た。4種類の詰め合わせなので
、気分やシーンを変えてお楽…

ShigachaPremiumかぶせ茶１煎テ
ィーバッグ60個入

22,000円

滋賀の茶農家さんが丹精込めて
作られたプレミアムなかぶせ茶
のワンカップ用ティーバッグで
す。
優しい香りとまろやかな旨味の

Shigacha煎茶１煎ティーバッグ6
0個入

21,000円

滋賀の茶農家さんが丹精込めて
作られたハイグレードな煎茶の
ワンカップ用ティーバッグです
。
滋賀の茶ならではの深みのある

ShigachaPremiumかぶせ茶１煎テ
ィーバッグ60個＆煎茶１煎ティ
ーバッグ60個入

40,000円

滋賀の茶農家さんが丹精込めて
作られたプレミアムなかぶせ茶
とハイグレードな煎茶のワンカ
ップ用ティーバッグです。2箱
セットでお得な価格！

おきしまえびせんべい6袋セット
（塩味3袋・マヨネーズ風味3袋
）

10,000円

琵琶湖の海老を練りこんだサッ
クサクの触感に仕上げたエビせ
んべいです。塩味とマヨネーズ
風味の2種類のセットです。琵
琶湖に浮かぶ人が住む島「沖…

おきしまえびせんべい10袋セッ
ト（塩味5袋・マヨネーズ風味5
袋）

14,000円

琵琶湖の海老を練りこんだサッ
クサクの触感に仕上げたエビせ
んべいです。塩味とマヨネーズ
風味の2種類のセットです。琵
琶湖に浮かぶ人が住む島「沖…

沖島芋焼酎「沖の雫」4本セット

14,000円

琵琶湖に浮かぶ人が住む島「沖
島」で作ったさつまいもで作っ
た芋焼酎です。本来食用である
紅あずまを使っておりあっさり
した味わいに仕上がっていま…

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（15cm）

12,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（15cm）【レッド】

12,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（15cm）【グレー】

12,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（15cm）【スカーレッ
ト】

12,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから
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滋賀県

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（15cm）【ブルー】

12,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（15cm）【ピンク】

12,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（15cm）【グリーン】

12,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（12cm）

10,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（12cm）【レッド】

10,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（12cm）【グレー】

10,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（12cm）【スカーレッ
ト】

10,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（12cm）【ブルー】

10,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（12cm）【ピンク】

10,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

Re.Tanuki～POPなカラーの信楽
たぬき～（12cm）【グリーン】

10,000円

時代を超えて愛されるTanukiが
よりチャーミングにラッキーに
なってあなたのもとへ。
たぬきは、「他を抜く」「太っ
腹（腹鼓）」に通じることから

ののすて颯掛け布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて颯掛け布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【ブルー】

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…
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ののすて颯掛け布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【イエロー】

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて颯掛け布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【グレー】

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて花衣掛け布団カバー（
シングルサイズ）とピロケース
のセット

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて花衣掛け布団カバー（
シングルサイズ）とピロケース
のセット【ピンク】

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて花衣掛け布団カバー（
シングルサイズ）とピロケース
のセット【グレー】

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて花衣掛け布団カバー（
シングルサイズ）とピロケース
のセット【ベージュ】

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて菱掛け布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて菱掛け布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【ネイビー】

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて菱掛け布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【レッド】

33,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2002年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー颯5枚セッ
ト

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー颯5枚セッ
ト【ブルー】

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー颯5枚セッ
ト【イエロー】

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…
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ののすて座布団カバー颯5枚セッ
ト【グレー】

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー花衣5枚セ
ット

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー花衣5枚セ
ット【ピンク】

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー花衣5枚セ
ット【グレー】

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー花衣5枚セ
ット【ベージュ】

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー菱5枚セッ
ト

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー菱5枚セッ
ト【ネイビー】

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

ののすて座布団カバー菱5枚セッ
ト【レッド】

37,000円

高級な麻織物「近江上布」の機
屋「野々捨商店」(1884-2003年
)が使用していた美しい型紙の
模様と愛荘町の伝統文化を多く
の方々に知っていただきたい…

和晒2重ガーゼ掛布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット

32,000円

生地・染色・縫製全て日本製。
染色前の晒加工（綿の不純物を
取り除く作業）は、和晒窯で4
日間じっくり綺麗にしていく伝
統製法です。仕上げにソフト…

和晒2重ガーゼ掛布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【ブルー】

32,000円

生地・染色・縫製全て日本製。
染色前の晒加工（綿の不純物を
取り除く作業）は、和晒窯で4
日間じっくり綺麗にしていく伝
統製法です。仕上げにソフト…

和晒2重ガーゼ掛布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【ピンク】

32,000円

生地・染色・縫製全て日本製。
染色前の晒加工（綿の不純物を
取り除く作業）は、和晒窯で4
日間じっくり綺麗にしていく伝
統製法です。仕上げにソフト…

和晒2重ガーゼ掛布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【アイボリー】

32,000円

生地・染色・縫製全て日本製。
染色前の晒加工（綿の不純物を
取り除く作業）は、和晒窯で4
日間じっくり綺麗にしていく伝
統製法です。仕上げにソフト…



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2021 11 19

滋賀県

和晒2重ガーゼ掛布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【ネイビー】

32,000円

生地・染色・縫製全て日本製。
染色前の晒加工（綿の不純物を
取り除く作業）は、和晒窯で4
日間じっくり綺麗にしていく伝
統製法です。仕上げにソフト…

和晒2重ガーゼ掛布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【グレージュ】

32,000円

生地・染色・縫製全て日本製。
染色前の晒加工（綿の不純物を
取り除く作業）は、和晒窯で4
日間じっくり綺麗にしていく伝
統製法です。仕上げにソフト…

和晒2重ガーゼ掛布団カバー（シ
ングルサイズ）とピロケースの
セット【バーガンディ】

32,000円

生地・染色・縫製全て日本製。
染色前の晒加工（綿の不純物を
取り除く作業）は、和晒窯で4
日間じっくり綺麗にしていく伝
統製法です。仕上げにソフト…

ぐるっと楽々ふとんカバー無地
掛け布団カバーシングルサイズ

19,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。お…

ぐるっと楽々ふとんカバー無地
掛け布団カバーシングルサイズ
【ピンク】

19,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。お…

ぐるっと楽々ふとんカバー無地
掛け布団カバーシングルサイズ
【ブルー】

19,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。お…

ぐるっと楽々ふとんカバー無地
掛け布団カバーシングルサイズ
【ベージュ】

19,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。お…

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ボーイ掛け布団カバーシングル
サイズ

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ボーイ掛け布団カバーシングル
サイズ【ブルー】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ボーイ掛け布団カバーシングル
サイズ【グリーン】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ガール掛け布団カバーシングル
サイズ

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ガール掛け布団カバーシングル
サイズ【ピンク】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。
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ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ガール掛け布団カバーシングル
サイズ【ブルー】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ガール掛け布団カバーシングル
サイズ【イエロー】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

湖国の麻クッションカバー

22,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…

湖国の麻クッションカバー【瑠
璃】

22,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…

湖国の麻クッションカバー【時
雨】

22,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…

湖国の麻クッションカバー【茜
】

22,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…

湖国の麻クッションカバー

19,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…

湖国の麻クッションカバー【畦
格子】

19,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…

湖国の麻クッションカバー【市
松】

19,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…

湖国の麻クッションカバー【さ
ざなみ】

19,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…

湖国の麻クッションカバー【湖
国縞】

19,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…

湖国の麻クッションカバー【墨
】

19,000円

愛荘町にある麻織物の老舗機屋
「林与」の生地を使用し、ルイ
・ヴィトンの元デザイナーArth
urLeitner(アーサーレイトナー
)氏のデザインアドバイスを…
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ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ボーイ掛け布団カバージュニア
サイズ

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ボーイ掛け布団カバージュニア
サイズ【ブルー】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ボーイ掛け布団カバージュニア
サイズ【グリーン】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ガール掛け布団カバージュニア
サイズ

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ガール掛け布団カバージュニア
サイズ【ピンク】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ガール掛け布団カバージュニア
サイズ【ブルー】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

ぐるっと楽々ふとんカバーオズ
ガール掛け布団カバージュニア
サイズ【イエロー】

17,000円

2018年キッズデザイン賞受賞商
品。面倒な布団カバー付け替え
をお子様でも簡単にできるよう
に工夫を凝らした商品で、子供
の独自性を育てられます。

【滋賀県】GDOゴルフ場予約クー
ポン3,000点分

10,000円

・オンラインで使えるクーポン
【滋賀県内で利用可能】。
クーポンは予約代表者のプレー
代金にのみご利用いただけます
。

【滋賀県】GDOゴルフ場予約クー
ポン6,000点分

20,000円

・オンラインで使えるクーポン
【滋賀県内で利用可能】。
クーポンは予約代表者のプレー
代金にのみご利用いただけます
。

【滋賀県】GDOゴルフ場予約クー
ポン9,000点分

30,000円

・オンラインで使えるクーポン
【滋賀県内で利用可能】。
クーポンは予約代表者のプレー
代金にのみご利用いただけます
。

【滋賀県】GDOゴルフ場予約クー
ポン15,000点分

50,000円

・オンラインで使えるクーポン
【滋賀県内で利用可能】。
クーポンは予約代表者のプレー
代金にのみご利用いただけます
。

【滋賀県】JTBふるさと納税旅行
クーポン（3,000円分）

10,000円

滋賀県で１泊以上の宿泊を伴う
旅行に利用できます。
「JTBふるさと納税旅行クーポ
ン」を交換した後、ふるさと納
税をされたご本人様（＝寄附者
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【滋賀県】JTBふるさと納税旅行
クーポン（15,000円分）

50,000円

滋賀県で１泊以上の宿泊を伴う
旅行に利用できます。
「JTBふるさと納税旅行クーポ
ン」を交換した後、ふるさと納
税をされたご本人様（＝寄附者

【滋賀県】JTBふるさと納税旅行
クーポン（30,000円分）

100,000円

滋賀県で１泊以上の宿泊を伴う
旅行に利用できます。
「JTBふるさと納税旅行クーポ
ン」を交換した後、ふるさと納
税をされたご本人様（＝寄附者

【滋賀県】JTBふるぽWEB旅行ク
ーポン（3,000円分）

10,000円

【JTBプラン・るるぶトラベル
プラン(ホテル・旅館・宿)のみ
GoToトラベルクーポンとの併用
が可能です。】

【滋賀県】JTBふるぽWEB旅行ク
ーポン（15,000円分）

50,000円

【JTBプラン・るるぶトラベル
プラン(ホテル・旅館・宿)のみ
GoToトラベルクーポンとの併用
が可能です。】

【滋賀県】JTBふるぽWEB旅行ク
ーポン（30,000円分）

100,000円

【JTBプラン・るるぶトラベル
プラン(ホテル・旅館・宿)のみ
GoToトラベルクーポンとの併用
が可能です。】

滋賀県るるぶトラベルプランに
使えるふるさと納税宿泊クーポ
ン3,000円分

10,000円

ご利用頂ける地域：滋賀県
滋賀県の宿泊施設一覧は下記Ｕ
ＲＬよりご確認ください。
https://furu-
po.tavigator.co.jp/hl/25000

滋賀県るるぶトラベルプランに
使えるふるさと納税宿泊クーポ
ン15,000円分

50,000円

ご利用頂ける地域：滋賀県
滋賀県の宿泊施設一覧は下記Ｕ
ＲＬよりご確認ください。
https://furu-
po.tavigator.co.jp/hl/25000

滋賀県るるぶトラベルプランに
使えるふるさと納税宿泊クーポ
ン30,000円分

100,000円

ご利用頂ける地域：滋賀県
滋賀県の宿泊施設一覧は下記Ｕ
ＲＬよりご確認ください。
https://furu-
po.tavigator.co.jp/hl/25000

【滋賀県オーダーメイドツアー
】（滋賀県）JTBグランドツアー
クーポン（30,000円分）

100,000円

◆ＪＴＢグランドツア－とは◆
『徹底した少人数制』による『
自由かつアットホームなツアー
』と、旅のコンシェルジュによ
る悠々自在な個人旅行の手配…

みずかがみコスメセットA

14,000円

琵琶湖の恵みで育った近江米「
みずかがみ」の米ぬかエキスか
ら作ったスキンケアコスメです
。
肌に刺激を与える恐れのある添

みずかがみコスメセットB

20,000円

琵琶湖の恵みで育った近江米「
みずかがみ」の米ぬかエキスか
ら作ったスキンケアコスメです
。
肌に刺激を与える恐れのある添

みずかがみコスメセットC

23,000円

みずかがみコスメの美容液、オ
ールインワンジェル、洗顔石鹸
、フェイスパック（単包3枚）
のセットです。
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みずかがみコスメセットD

33,000円

みずかがみコスメの美容液、化
粧水、乳液、クリームのセット
です。

【セットD】成分/原材料

みずかがみコスメセットE

46,000円

みずかがみコスメのクレンジン
グ.洗顔石鹼.化粧水.乳液.クリ
ーム.美容液.フェイスパック(
単包3枚)のセット

伊吹ハム山椒ソーセージ3本セッ
ト

10,000円

滋賀県の最高峰にして、世界で
最も雪の降る山としての記録を
持つ伊吹山の麓で採れる山椒を
練りこんだソーセージです。年
間10日ほどの間のみ実が柔ら…

伊吹ハムスモークチーズ4個セッ
ト

10,000円

溶け始める温度や乾燥によって
硬くならない条件などチーズの
性質を入念に研究し、桜のチッ
プで燻すことで豊かな薫香と濃
厚なチーズの味を同時にお楽…

伊吹ハム人気4種セット

10,000円

伊吹ハム工場直売所での人気商
品４選をお届けいたします。
山椒ソーセージ：伊吹山の麓で
採れた山椒の実の爽やかでピリ
ッとした刺激あるソーセージ

伊吹ハムお酒のお供4種セット

10,000円

滋賀のお酒には、滋賀のおつま
みを是非。
山椒ソーセージ：伊吹山の麓で
採れた山椒の実の爽やかでピリ
ッとした刺激あるソーセージ

伊吹ハムウインナー大パックセ
ット(他4品)

25,000円

滋賀県内のリゾートホテルで採
用されている伊吹ハムの食材を
揃えました。滋賀の優雅なひと
時を、返礼品にてお届けいたし
ます。

伊吹ハム伊吹ハム全種セット

35,000円

「滋賀のハムなら伊吹ハム」
伊吹ハムの工場直売所のショー
ケースに並んでいる商品を一式
でご用意させて頂いております
。

喜楽長磨き40％純米大吟醸、大
吟醸720ml3本セット

40,000円

喜楽長の最高級の味わい3本を
特別なセットにしました。深み
のある「純米大吟醸愛おし」、
上品な甘み・吟醸香の「大吟醸
敬いし」、そして鑑評会の為…

喜楽長特選300ml飲み比べセット

10,000円

辛口から、旨口タイプ、冷酒タ
イプなどいろいろな味わいを飲
みきりサイズの300mlでお届け
！ご家庭で簡単に飲み比べが楽
しめます。

喜楽長辛口旨口飲み比べ720ml2
本セット

13,000円

日本酒度+14の本格的な辛味が
人気の「喜楽長辛口純米吟醸」
、果実感あふれるジューシーな
旨味が特徴の「喜楽長純米大吟
醸」を2本セットでお届け！

喜楽長純米大吟醸2種飲み比べ72
0ml2本セット

20,000円

2種類の純米大吟醸が飲み比べ
できるお得なセット！深みのあ
る味わいを上品な酸味がまとめ
る磨き40％「喜楽長純米大吟醸
愛おし」、果実感あふれるジ…
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喜楽長磨き40％純米大吟醸「愛
おし」1800ml1本セット

26,000円

喜楽長の最高級の味わい「純米
大吟醸愛おし」をお届け！爽や
かな果実を連想させる吟醸香、
口中で華やかに広がる旨味が味
わいに深みを与え、また上品…

北ビワコホテルグラツィエ特製
滋賀にこだわった贅沢素材の薪
窯ピッツァ3枚セット

16,000円

滋賀の食材にこだわった3種の
薪窯ピッツァをお楽しみくださ
い。海老と生しらすのびわ湖ピ
ッツァは香ばしい味わいが特徴
。珍しい食材・琵琶湖八珍の…

3種の麻の違いを肌で感じること
ができるマスクセット【Mサイズ
】

16,000円

麻には大きく分けて３種類あり
、それぞれ特徴が違います。そ
れぞれの麻の違いを肌で感じる
マスク３点セットです。お好み
の麻マスクが見つかるかも！…

3種の麻の違いを肌で感じること
ができるマスクセット【Lサイズ
】

16,000円

麻には大きく分けて３種類あり
、それぞれ特徴が違います。そ
れぞれの麻の違いを肌で感じる
マスク３点セットです。お好み
の麻マスクが見つかるかも！…

【びわ湖こぎん】麻の名刺入れ

13,000円

近江上布伝統産業会館のオリジ
ナル生地「近江こぎん麻布」に
滋賀のシンボル「びわ湖」をこ
ぎん刺しの技法を使って表現し
ました。片面のポケットに約…

【びわ湖こぎん】麻ブックカバ
ー（文庫判）

14,000円

近江上布伝統産業会館のオリジ
ナル生地「近江こぎん麻布」に
滋賀のシンボル「びわ湖」をこ
ぎん刺しの技法を使って表現し
ました。文庫本判のサイズで…

【びわ湖こぎん】ペタンコポー
チ

16,000円

近江上布伝統産業会館のオリジ
ナル生地「近江こぎん麻布」に
滋賀のシンボル「びわ湖」をこ
ぎん刺しの技法を使って表現し
ました通帳、母子手帳など、…

美魔女セット【A】

18,000円

滋賀県産の玄米の内皮と胚芽の
みを使って200度で45分焙煎し
た”ふぁふぁ玄米”が中心の商
品です。
コラーゲン入り美魔女コーヒー

美魔女セット【B】

18,000円

滋賀県産の玄米の内皮と胚芽の
みを使って200度で45分焙煎し
た”ふぁふぁ玄米”が中心の商
品です。コラーゲン入り美魔女
コーヒーは、コーヒーの美味し

美魔女セット【C】

10,000円

滋賀県産の玄米の内皮と胚芽の
みを使って200度で45分焙煎し
た”ふぁふぁ玄米”がコーヒー
の美味しさを引き出します。そ
れだけではなく、コラーゲン、

美魔女セット【D】

10,000円

滋賀県産の玄米の内皮と胚芽の
みを使って200度で45分焙煎し
た”ふぁふぁ玄米”がコーヒー
の美味しさを引き出します。そ
れだけではなく、コラーゲン、

青空セット

15,000円

季節のムズグズに、お家のなか
のムズグズに、日々の健康維持
にお役に立っているセットです
。
滋賀県産の玄米の内皮と胚芽の
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玄米セット

14,000円

”おひとり様玄米”です。
滋賀県産の玄米の内皮と胚芽部
分のみ使用。
それを、200度で45分焙煎した
後で、上新粉よりも細かく微細

クロレラ玄米スペシャル

11,000円

腸内環境の向上を目指した”お
ひとり様用玄米”です。
滋賀県産の玄米の内皮と胚芽部
分のみ使用。それを、200度で4
5分焙煎した後で、上新粉より

A5ランク【認定近江牛】肩ロー
ス・モモすきやき用800ｇ

50,000円

こだわりの近江牛肉「近江肉の
廣田」のA5ランク近江牛肩ロー
ス・モモすきやき用。
日本で最も古い歴史を持つブラ
ンド牛「近江牛」、その銘牛近

A5ランク【認定近江牛】肩ロー
ス・モモすきやき用500ｇ

30,000円

こだわりの近江牛肉「近江肉の
廣田」のA5ランク近江牛肩ロー
ス・モモすきやき用。
日本で最も古い歴史を持つブラ
ンド牛「近江牛」、その銘牛近

A5ランク【認定近江牛】肩ロー
ス・モモしゃぶしゃぶ用800ｇ

50,000円

こだわりの近江牛肉「近江肉の
廣田」のA5ランク近江牛肩ロー
ス・モモしゃぶしゃぶ用。
日本で最も古い歴史を持つブラ
ンド牛「近江牛」、その銘牛近

A5ランク【認定近江牛】肩ロー
ス・モモしゃぶしゃぶ用500ｇ

30,000円

こだわりの近江牛肉「近江肉の
廣田」のA5ランク近江牛肩ロー
ス・モモしゃぶしゃぶ用。
日本で最も古い歴史を持つブラ
ンド牛「近江牛」、その銘牛近

A5ランク近江牛すきやき用350g
＆自家特製手造りハンバーグ「
近江牡丹」120g×5個セット

20,000円

【近江肉の廣田】日本で最も古
い歴史を持つブランド牛「近江
牛」、その銘牛近江牛とともに
歩んで八十有余年。
滋賀食肉市場にて熟練の職人の

A5ランク近江牛焼肉用350g＆自
家特製手造りハンバーグ「近江
牡丹」120g×5個セット

20,000円

こだわりの近江牛肉「近江肉の
廣田」のA5ランク近江牛焼肉用
と自家特製手造りハンバーグ「
近江牡丹」のセット。
日本で最も古い歴史を持つブラ

Ａ5ランク【認定近江牛】近江牛
肉味噌漬け

20,000円

こだわりの近江牛肉「近江肉の
廣田」のA5ランクより厳選近江
牛肉味噌漬け。
日本で最も古い歴史を持つブラ
ンド牛「近江牛」、その銘牛近

自家特製手造りハンバーグ「近
江牡丹」120g×8個

10,000円

「近江肉の廣田」の自家特製手
造りハンバーグ「近江牡丹」。
当店自慢の手造りハンバーグは
店頭でも大人気です。
国産素材にこだわり、職人が真

近江牛たなか善すき焼きセット
（A)約500ｇ

30,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

近江牛たなか善焼き肉セット（A
)約500ｇ

30,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津
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近江牛たなか善すき焼きセット
（B)約800ｇ

50,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

近江牛たなか善焼き肉セット（B
)約800ｇ

50,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

近江牛たなか善すき焼き用スラ
イス

70,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

近江牛たなか善焼き肉

70,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

近江牛たなか善特選サーロイン
ステーキ（A)約250ｇ×3枚

80,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

近江牛たなか善特選すき焼きセ
ット

80,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

近江牛たなか善特選ヒレステー
キ約150ｇ×5枚

100,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

近江牛たなか善特選サーロイン
ステーキ（B)約200ｇ×5枚

100,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

近江牛たなか善極選すき焼きセ
ット

100,000円

A4ランク以上のメスのみを使用
し、本物の旨味をお届けいたし
ます。

本返礼品の主要な部分は、大津

FUMOTOPREMIUMポン酢・お醤油・
土佐酢オリジナルギフトセット

15,000円

鮨ふもとオリジナルギフトセッ
ト200ml×3種類
（黒絢爛プレミアム黒ポン酢・
お醤油・土佐酢）化粧箱入り

FUMOTOオリジナルフレークギフ
トセット

15,000円

うまい魚のフレーク200g季節の
魚の中落ちがたっぷり入ったフ
レークです。

ちりめん山椒煮200g秘伝の醤油

名代虹鱒（ニジマス）の甘露煮1
0尾入り

13,000円

中山道醒井宿の歴史ある日本料
理店・本陣樋口山が作る虹鱒の
甘露煮。

冷たく澄んだ水の中でのびのび
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名代虹鱒（ニジマス）の南蛮漬
け10尾入り

13,000円

中山道醒井宿の歴史ある日本料
理店・本陣樋口山が作る虹鱒の
南蛮漬け。

冷たく澄んだ水の中でのびのび

名代虹鱒（ニジマス）の甘露煮5
尾入りと南蛮漬け5尾入り

13,000円

中山道醒井宿の歴史ある日本料
理店・本陣樋口山が作る虹鱒の
甘露煮と南蛮漬けのセット。

＜甘露煮＞

認定近江牛ローストビーフ

18,000円

滋賀県の風土と生産者の愛情に
より、格別の旨味を持った近江
牛の肩肉を使用。
有名ホテル出身の職人が独自の
加熱方法により肉の旨味を最大

認定近江牛焼肉セット

18,000円

滋賀県の風土と生産者の愛情に
より、格別の旨味を持った近江
牛の肩肉を使用。
希少部位のミスジと赤身肉の盛
り合わせになります。

滋賀県・レジャー体験（アソビ
ュー）ふるさと納税ギフト券3,0
00円分

10,000円

asoview!が提供するアウトドア
スポーツやものづくり体験など
の豊富なアクティビティ・レジ
ャーから、自治体ならではの選
りすぐりプランを集めた、ふ…

滋賀県・レジャー体験（アソビ
ュー）ふるさと納税ギフト券6,0
00円分

20,000円

asoview!が提供するアウトドア
スポーツやものづくり体験など
の豊富なアクティビティ・レジ
ャーから、自治体ならではの選
りすぐりプランを集めた、ふ…

滋賀県・レジャー体験（アソビ
ュー）ふるさと納税ギフト券11,
000円分

37,000円

asoview!が提供するアウトドア
スポーツやものづくり体験など
の豊富なアクティビティ・レジ
ャーから、自治体ならではの選
りすぐりプランを集めた、ふ…

松喜屋近江牛グルメセット

10,000円

「れすとらん松喜屋」のシェフ
手づくりによる惣菜セットです
。ハンバーグ、ビーフシチュー
、牛丼の具が各1食ずつ入って
います。湯煎や電子レンジな…

松喜屋近江牛切り落し約500g

10,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。モ…

松喜屋近江牛厳選すき焼き・し
ゃぶしゃぶ用（3～4人前）

20,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

松喜屋近江牛厳選焼肉用（3～4
人前）

20,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

松喜屋近江牛切り落し約1100g

20,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。モ…
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松喜屋近江牛特上すき焼き用

30,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

松喜屋近江牛プレミアムすき焼
き・しゃぶしゃぶ用（3～4人前
）・わりした1本

30,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

松喜屋近江牛プレミアム焼肉用(
3～4人前）・たれ1本

30,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

選べるギフトまいどおおきに便
松葉

30,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。松喜屋
オリジナルのカタログギフトは
、贈られた方が各コースの中か
ら、お好きな商品とお届け日…

松喜屋近江牛サーロインステー
キ約170g×2枚

30,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

れすとらん松喜屋本店ペアお食
事券「牛鍋膳ランチコース」

30,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」直営レス
トランでご利用いただける、近
江牛の牛鍋膳ランチコースペア
お食事券です。れすとらん松…

松喜屋近江牛厳選すき焼き・し
ゃぶしゃぶ用

40,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

松喜屋近江牛厳選焼肉用

40,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

松喜屋近江牛プレミアムすき焼
き・しゃぶしゃぶ用（5～6人前
）・わりした1本

40,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

松喜屋近江牛プレミアム焼肉用(
5～6人前）・たれ1本

40,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

選べるギフトまいどおおきに便
露草

40,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。松喜屋
オリジナルのカタログギフトは
、贈られた方が各コースの中か
ら、お好きな商品とお届け日…

(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛特選すき焼き・しゃぶしゃぶ
用（4～5人前）ロース・肩ロ…

50,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…
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(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛赤身牛特選すき焼き用（4～5
人前）

50,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。赤身の
おいしさにこだわって育てた、
松喜屋の「赤身牛」のすき焼き
用のモモ肉または肩肉の組み…

(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛赤身牛特選あみ焼き用（4～5
人前）

50,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。赤身の
おいしさにこだわって育てた、
松喜屋の「赤身牛」のあみ焼き
用のモモ肉です。松喜屋のプ…

選べるギフトまいどおおきに便
茜

50,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。松喜屋
オリジナルのカタログギフトは
、贈られた方が各コースの中か
ら、お好きな商品とお届け日…

(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛特選すき焼き・しゃぶしゃぶ
用（4～5人前）肩ロース約85…

60,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛特選あみ焼き用（4～5人前）
ロース・バラ計約850g

60,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛特選ヒレステーキ約150g×3枚

60,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
のうま味にこだわりました。…

選べるギフトまいどおおきに便
紫陽花

60,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。松喜屋
オリジナルのカタログギフトは
、贈られた方が各コースの中か
ら、お好きな商品とお届け日…

れすとらん松喜屋本店ペアお食
事券「創作割烹コース」

60,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」直営レス
トランでご利用いただける、近
江牛の創作割烹コースペアお食
事券です。れすとらん松喜屋…

(スーパープレミアムギフト）松
喜屋近江牛すき焼き・しゃぶし
ゃぶ用

70,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

(スーパープレミアムギフト）松
喜屋近江牛特選サーロインステ
ーキ約170g×3枚

70,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛赤身牛すき焼き・しゃぶしゃ
ぶ用（4～5人前）

70,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。赤身の
おいしさにこだわって育てた、
松喜屋の「赤身牛」のすき焼き
にもしゃぶしゃぶにも最適な…

(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛特選すき焼き・しゃぶしゃぶ
用（4～5人前）ロース約850g

80,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…
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(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛特選あみ焼き用（4～5人前）
ロース約850g

80,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

(プレミアムギフト）松喜屋近江
牛特選サーロインステーキ約170
g×5枚

80,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

選べるギフトまいどおおきに便
楓

80,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。松喜屋
オリジナルのカタログギフトは
、贈られた方が各コースの中か
ら、お好きな商品とお届け日…

(スーパープレミアムギフト）松
喜屋近江牛特選すき焼き・しゃ
ぶしゃぶ用（4～5人前）

90,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

(スーパープレミアムギフト）松
喜屋近江牛特選ヒレステーキ（
シャトーブリアン）約150g×3枚

90,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」。オーナ
ー自らが目利きして仕入れた近
江牛を低温熟成することで、肉
の旨みにこだわりました。職…

れすとらん松喜屋本店ペアお食
事券「創作割烹極上ステーキコ
ース」

90,000円

明治初期、全国に近江牛の名を
広めた老舗「松喜屋」直営レス
トランでご利用いただける、近
江牛の創作割烹極上ステーキコ
ースペアお食事券です。れす…

近江牛澤井牧場ロースステーキ2
00ｇ×4枚

62,000円

牛肉の中が優れている肉質を誇
るロース。
その中でも最も上質なサーロイ
ンを中心にステーキカットにし
ました。肉の旨みが凝縮され、

近江牛澤井牧場ロースステーキ2
00ｇ×2枚

30,000円

牛肉の中が優れている肉質を誇
るロース。
その中でも最も上質なサーロイ
ンを中心にステーキカットにし
ました。肉の旨みが凝縮され、

近江牛澤井牧場サイコロステー
キ500ｇ

22,000円

上質な部位を集めた角切りステ
ーキ。形は不揃いですが、近江
牛ならではの旨味が凝縮されて
います。

近江牛澤井牧場すき・しゃぶ用
（霜降）800ｇ

44,000円

ロース・肩ロース・カタ・モモ
の霜降り部分を選別し、すき焼
き・しゃぶしゃぶ用（４～５人
前）にスライスしています。霜
降り肉ならではの贅沢な逸品…

近江牛澤井牧場すき・しゃぶ用
（赤身）800ｇ

34,000円

カタ・モモの赤身部分を選別し
、すき焼き・しゃぶしゃぶ用に
スライスしました。脂が苦手な
方に、ぴったりな商品です。ヘ
ルシーで美味しい近江牛をご…

近江牛澤井牧場焼肉盛り合わせ
（霜降）600ｇ

32,000円

ロース・肩ロース・バラ肉の霜
降り部分を選別し、焼肉用にカ
ットしました。霜降り肉ならで
はの贅沢な逸品をご堪能してく
ださい。
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近江牛澤井牧場焼肉盛り合わせ
（赤身）600ｇ

25,000円

カタ・モモの赤身部分を選別し
、焼肉用にカットしました。
脂が苦手な方に、ぴったりな商
品です。ヘルシーで美味しい近
江牛をご堪能してください。

近江牛澤井牧場焼肉特選三種盛
り合わせ600ｇ

29,000円

霜降り・赤身をバランスよく盛
り合わせにした焼肉特選三種盛
りです。たっぷりと600グラム
が入った盛り合わせは、一度に
いろんな味わいの近江牛を食…
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