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E1東近江市の近江牛ロース・赤身〔
髙島屋選定品〕

30,000円

東近江市の湖東平野で水・飼料・血
統にこだわり育てた自社牧場の近江
牛です。淡白で旨味のある赤身肉と
、柔らかく舌触り良くコクのあるロ
ース肉が一度に楽しめます。（提供
）中川畜産【容量】ロース・モモま
たは肩みすじ計600ｇ

E2極上近江牛焼肉セット（モモ・バ
ラ）〔髙島屋選定品〕

30,000円

赤身肉と脂身肉の両方を味わえるセ
ットです。（提供）万葉【容量】モ
モ・バラ　各400ｇ

E3極上近江牛モモスライス〔髙島屋
選定品〕

30,000円

赤身肉ですが、サシもはいっており
、柔らかな食感と肉の旨味を楽しめ
ます。脂の苦手な方におすすめです
。すき焼き、しゃぶしゃぶお好きな
メニューで召しあがってください。
（提供）万葉【容量】800g

E4近江牛ロースすき焼き用〔髙島屋
選定品〕

30,000円

近江牛一筋46年。店主が選び抜いた
お肉を自信を持ってお届けいたしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】300g

E5近江牛ロースしゃぶしゃぶ用〔髙
島屋選定品〕

30,000円

近江牛一筋46年。店主が選び抜いた
お肉を自信を持ってお届けいたしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】300g

E6近江牛味噌漬（サーロイン・ヒレ
）〔髙島屋選定品〕

30,000円

近江牛の中でも認定近江牛の最高級
部位であるサーロインとヒレだけを
西京味噌に漬け込みました。(提供)
岩井亭【容量】サーロイン・ヒレ計
400g

E7近江永源寺米食べ比べセット〔髙
島屋選定品〕

30,000円

鈴鹿の山の清らかな水と、自然の豊
かな恵みで育った近江永源寺米は味
と香りが自慢です。滋賀県でしか栽
培されない「みずかがみ」とともに
お届けします。（提供）カネキチ【
容量】コシヒカリ5kg×3、みずかが
み5kg×2

E8東近江市の地酒720ml4本セット〔
髙島屋選定品〕

30,000円

東近江市の蔵元四社の貴重な大吟醸
と純米大吟醸をセットにしました。
※時期により季節限定酒や通年商品
に内容が変更になる場合があります
。（提供）東近江市伊の地酒蔵大枡
屋【容量】喜楽長大吟醸・大治郎純
米大吟醸・一博純米大吟醸・薄櫻大
吟醸または純米大吟醸各720ml

E9東近江市の地酒720ml6本セット〔
髙島屋選定品〕

30,000円

東近江市の蔵元四社の地酒を6本セ
ットにしました。※時期により季節
限定酒や通年商品に内容が変更にな
る場合があります。（提供）東近江
市伊の地酒蔵大枡屋【容量】喜楽長
純米吟醸・喜楽長純米・大治郎純米
吟醸・大治郎純米・一博純米吟醸・
薄櫻近江藤兵衛純米　各720ml

E10「近江の麻」パッドシーツシン
グル〔髙島屋選定品〕

30,000円

近江の麻を使った敷パッドです。天
然素材「麻」の自然なひんやり感で
快適な夏の眠りをサポートします。
洗濯できるので清潔に使っていただ
けます。（提供）麻絲商会【容量】
100×205㎝/表地：麻100％、裏地：
綿100％、中わた：麻100％・0.4kg

E11「近江の麻」枕（麻わた入り）
〔髙島屋選定品〕

30,000円

硬めの麻枕が、熟睡・安眠をサポー
トします。首の位置を高めにするこ
とで、首の付け根が安定し、首すじ
と肩の筋肉を「緊張させない」硬・
軟構造です。高さ調節シートもつい
ています。（提供）麻絲商会【容量
】43×63cm/側地：麻100％、中わた
：麻わた・エステルわた・ポ…

E12「近江の麻」ガーゼケット&ピロ
ーパッド〔髙島屋選定品〕

30,000円

ピローパッドはお使いの枕に使用す
るだけで快適な眠りをサポート。ケ
ットは吸水性に優れ熱がこもりにく
く汗をかいてもべたつきません。ど
ちらも洗濯可能です。（提供）爽快
潔ﾘﾋﾞﾝｸﾞ【容量】ガーゼケット：15
0×200㎝/表地：麻100％、ピローパ
ッド：50×65㎝/表地：麻100…
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E13「AromaVilla高反発枕標準タイ
プ」ピローケース付〔髙島屋選定品
〕

30,000円

自然な寝返りを促進するメカニズム
を重視した枕です。三次元ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
構造体ﾌﾞﾚｽｴｱｰⓇを中芯に使用し、
ソフトな反発弾性で頭を優しく包み
込みながら、しっかりと支えます。
専用のピローケース付です。（提供
）爽快潔ﾘリビング【容量】約38×6
1×高さ8㎝/側地：ポリエステル100
％、中芯：指定外繊維〈ポリエーテ
ルエステル系繊維〉、ピローケース
：綿100％/3色：スカイブルー・ア
イボリー・ピンク

E14シニア犬用マット「ドッグケア
マットMサイズ」〔髙島屋選定品〕

30,000円

三次元スプリング構造体ブレスエア
ーⓇを中芯に採用したシニア犬用マ
ット。高通気で体が蒸れず快適。中
芯も簡単に洗え、常に清潔を保てま
す。小型～中型犬用です。（提供）
爽快潔リビング【容量】約66×95×
高さ4㎝/側地：綿100％、中芯：指
定外繊維〈ポリエーテルエステル系
繊維〉/5色：グリーン・オレンジ・
ブラウン・ベージュ・ワインレッド

E15羊毛敷きパッド
シングル〔髙島屋選定品〕

30,000円

東近江市ふるさと納税返礼品限定で
す。上質なウールの肌触りと抜群の
保温力で、朝まで暖かく、快適に過
ごせます。（提供）爽快潔リビング
【容量】約100×204cm・羊毛長0.5c
m/羊毛100％※20枚限り

E16木製薄盆欅〔髙島屋選定品〕

30,000円

木地師発祥の地、東近江市永源寺地
域でろくろを使って手作りした薄盆
です。塗装など一切せず、木が持つ
自然の光沢そのままに仕上げていま
す。※商品により色、木目が異なり
ます。（提供）君杢【容量】国産/
径約30㎝

E17木製薄盆栃〔髙島屋選定品〕

30,000円

木地師発祥の地、東近江市永源寺地
域でろくろを使って手作りした薄盆
です。塗装など一切せず、木が持つ
自然の光沢そのままに仕上げていま
す。※商品により色、木目が異なり
ます。（提供）君杢【容量】国産/
径約30㎝

E18銘木
ボール（2個）〔髙島屋選定品〕

30,000円

日常使い用に、使いやすさを重視し
た多機能の一品です。（提供）筒井
ろくろ【容量】大：径約18×高さ約
5.7cm、小：径約15×高さ約5.7cm

E19フリル角鉢「桜」ペア〔髙島屋
選定品〕

30,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現した角型の鉢。和食・洋食問わず
多用途に使えます。（提供）布引焼
窯元【容量】縦20x横20x高さ4cm/2
枚

E20湖東のアンス寄植え(赤)〔髙島
屋選定品〕

30,000円

滋賀県産のアンスリウムは、本来の
花持ちの良さに加え、多くの花と葉
をつけたボリューム感のある草姿に
仕上げています。赤品種を３株植え
た特大型です。（提供）湖東フラワ
ー【容量】幅約40×高さ約85cm/受
け皿付

E21湖東のアンス寄植え(ピンク)〔
髙島屋選定品〕

30,000円

滋賀県産のアンスリウムは、本来の
花持ちの良さに加え、多くの花と葉
をつけたボリューム感のある草姿に
仕上げています。ピンク品種を３株
植えた特大型です。（提供）湖東ﾌﾗ
ﾜｰ【容量】幅約40×高さ約85cm/受
け皿付

e1近江牛ロース　すき焼き用
600ｇ

30,000円

とろける様な近江牛です。ぜいたく
なひとときを味わってください。（
提供）大道精肉店【容量】６００g

e2近江牛ミスジスライス

30,000円

霜降りと赤身の両方をお楽しみくだ
さい。スライス肉ですので、幅広い
料理にご利用できます。（提供）佐
乃屋精肉店【容量】600g

e3近江牛　しぐれ煮

30,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×３の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】600g
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e4大吟醸　錦藍、上撰
額田王磁器入

30,000円

琵琶湖の東部に位置する当社は、豊
かな米、鈴鹿山系の伏流水に恵まれ
る酒どころです。精魂込めて造り上
げられた近江国の銘酒です。（提供
）近江酒造株式会社【容量】大吟醸
錦藍７２０ml、上撰額田王磁器入７
２０ml　ギフトBOX

e5ハニーライス白米　
キヌヒカリ（30kg）

30,000円

東近江市糠塚町産のレンゲを肥料に
栽培した特別栽培米滋賀の環境こだ
わり米、キヌヒカリです。精米サー
ビスします。（精米後２６㎏位にな
ります。）（提供）万葉の郷ぬかづ
か【容量】３０㎏

e6鮒寿し子持ち2個、スライス2個

30,000円

滋賀県名産の鮒寿し。発酵食品で乳
酸菌が多く、美容・健康維持に最適
です。（提供）村井水産有限会社【
容量】鮒寿し子持ち2本、スライス2
個

e7イワナ　生き活メ
25～30尾（約２．７㎏）

30,000円

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から
育てたイワナの生き活メです。（提
供）池田養魚場【容量】約2.7㎏

e8イワナ山椒煮（１８尾入）

30,000円

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から
育てたイワナの山椒煮です。（提供
）池田養魚場【容量】18尾

e9イワナの燻製　（１１尾入）

30,000円

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から
育てたイワナの燻製です。（提供）
池田養魚場【容量】11尾

F1志賀盛5升樽（陶器入）〔髙島屋
選定品〕

40,000円

志賀（滋賀）の地において酒造家や
酒販業者が共に繁栄することを願っ
て命名した近江酒造を代表する銘柄
です。「志賀盛」は、糖類をいっさ
い使わずに精魂込めて造り上げられ
た東近江の銘酒です。（提供）近江
酒造【容量】5升樽/上撰9L

F2喜楽長味わいいろいろ飲みくらべ
セット〔髙島屋選定品〕

40,000円

喜楽長の地酒の世界を存分に楽しめ
る飲みくらべセット。東近江市の豊
かな自然と風土によって育まれ、伝
統的な技法によって醸し出された地
酒「喜楽長」。その柔らかで、コク
のある味わいをお楽しみください。
（提供）喜多酒造【容量】大吟醸72
0ml×2、純米大吟醸720ml×2、辛口
純米吟醸720ml、特別純米酒720ml

F3東近江市の地酒1,800ml4本セット
〔髙島屋選定品〕

40,000円

東近江市の蔵元四社の純米吟醸を4
本セットにしました。※時期により
季節限定酒や通年商品に内容が変更
になる場合があります。（提供）東
近江市の地酒蔵大枡屋【容量】喜楽
長純米吟醸･大治郎純米吟醸･一博純
米吟醸・薄櫻近江藤兵衛純米吟醸各
1,800ml

F4　ヒトミワイン特選6本セット〔
髙島屋選定品〕

40,000円

微発泡、辛口、芳醇なワインを存分
に楽しんでいただけるヒトミワイナ
リー特選の6本セットです。※36セ
ット限り（提供）ヒトミワイナリー
【容量】ｈ3カリブー2017(白/微発
泡辛口)720ml、ｈ3パピヨン2017(ロ
ゼ/スッキリ微発泡辛口)720ml、キ
レデラ2016(白/コク辛口)750ml、リ
ュラルタイプB2014(白/発泡辛口)75
0ml、バリックルージュ2015(赤/ミ
ディアムボディ辛口)750ml、メルロ
ーキュベシティファ…

F5鮒寿し姿スライス子持ち〔髙島屋
選定品〕

40,000円

鮒本来の味わいがいきる滋賀の名産
鮒寿しです。すぐにお召しあがりい
ただけるようスライスしてお届けし
ます。(提供)村井水産【容量】3本

F6炭火焼「匠」コースペアチケット
〔髙島屋選定品〕

40,000円

紅葉の名所永源寺の麓で至福のひと
ときを楽しめる温浴施設です。目の
前で焼かれる炭火焼コースをご堪能
いただけます。※有効期限：発送か
ら1年※ご利用に際し、事前予約が
必要となります。（提供）永源寺温
泉八風の湯【容量】ペア入館券（岩
盤浴利用券1回分付）、炭火焼「匠
」コース（2名様）、ソフトクリー
ム券（2個分）、オリジナルグッズ
、館内着・タオル付き
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F7近江商人の町並み見学と湖国料理
を楽しむ旅（ペア）〔髙島屋選定品
〕

40,000円

近江商人の発祥の地、五個荘金堂の
町並みを観光ガイドの案内で見学で
きるコースです。※有効期限：発送
から1年※所要時間：4時間※ご利用
除外：月曜日・年末年始※ご利用に
際し、事前予約が必要。（主催）東
近江市観光協会【容量】[主な見学
先]近江商人屋敷（外村繁邸、外村
宇兵衛邸、中江準五郎邸、町並み保
存交流館※「ぷらざ三方よし」発着

F8「近江の麻」パッドシーツセミダ
ブル〔髙島屋選定品〕

40,000円

近江の麻を使った敷きパッドです。
天然素材「麻」の自然なひんやり感
で快適な夏の眠りをサポートします
。洗濯も可能ですので清潔に使って
いただけます。（提供）麻絲商会【
容量】120×205㎝/表地：麻100％、
裏地：綿100％、中わた：麻100％・
0.5kg

F9「近江の麻」枕（麻わた入り）&
ピローパッド〔髙島屋選定品〕

40,000円

硬めの麻の枕とピローパッドのセッ
トです。枕は首の位置を高めにする
ことで首の付け根が安定し、首すじ
と肩の筋肉を「緊張させない」硬・
軟構造です。高さ調節シート付です
。（提供）麻絲商会【容量】枕：43
×63㎝/側地：麻100%、中わた：麻
わた・エステルわた・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂ﾊ
ﾟｲﾌﾟ、ピローパッド：50×65㎝/表
地：麻100％、裏地：綿100％、中わ
た：麻100％・60ｇ

F10「近江ちぢみ」掛布団カバー〔
髙島屋選定品〕

40,000円

近江ちぢみを使用した掛布団カバー
。お使いの布団につけるだけで麻の
ひんやり感を感じます。麻はよごれ
が落ちやすく洗うごとに柔らかく肌
ざわりがよくなります。※色はおま
かせとなります。（提供）麻絲商会
【容量】150×210cm/麻100%

F11「近江ちぢみ」レディスパジャ
マ〔髙島屋選定品〕

40,000円

麻100%の生地を使用したパジャマ。
「近江ちぢみ」はシボをつけること
により、肌との接着面が少なく風が
通り、べとつき感のないさわやかな
清涼感を感じます。（提供）麻絲商
会【容量】サイズ：フリー/麻100％
/レンガ

F12「近江ちぢみ」メンズパジャマ
〔髙島屋選定品〕

40,000円

麻100%の生地を使用したパジャマ。
「近江ちぢみ」はシボをつけること
により、肌との接着面が少なく風が
通り、べとつき感のないさわやかな
清涼感を感じます。サイズはＭとＬ
からお選びください。（提供）麻絲
商会【容量】サイズ：Ｍ・Ｌ/麻100
％/ブルー

F13ONEPIECEOFROCKORIGINALUTILITY
BAG〔髙島屋選定品〕

40,000円

1920年代の雰囲気の生地で作られた
ユーティリティバッグです。岡山県
児島から厳選された糸で作られたオ
リジナルインディゴデニム生地を使
用しています。（提供）FORTYNINER
S【容量】幅34×マチ15×高さ33㎝

F14フロントフラップショルダー＆
リュック2Way（M）〔髙島屋選定品
〕

40,000円

8号帆布で仕上げたショルダー＆リ
ュック2Wayバッグです。ポケット付
きフラップを上げるとポケットが2
つ、背面ファスナーポケット、内装
にも収納ポケットをつけています。
B5サイズを収納できます。（提供）
イヌイット【容量】幅23×マチ9×
高さ28㎝/5色：ネイビー・ターコイ
ズブルー・グレー・カラシ・カーキ
ブラウン

F15MIOびわこ滋賀レプリカユニフォ
ーム2018モデル〔髙島屋選定品〕

40,000円

MIOびわこ滋賀が2018ｼｰｽﾞﾝの公式戦
で着用する新ﾕﾆﾌｫｰﾑです。滋賀県の
豊かな自然をイメージした「ｸﾞﾘｰﾝ
」を基調とし、中心には東近江市の
市章がデザインされています。※ｻｲ
ｽﾞは4ｻｲｽﾞからお選びください。(提
供)Mi-Oｽﾎﾟｰﾂ【容量】素材：ポリエ
ステル/サイズ：S・M・L・XL

F16半畳へりなし置き畳1枚〔髙島屋
選定品〕

40,000円

創業80年の確かな技術で作った半畳
サイズの置き畳です。フローリング
用で人工の畳表を使っているので汚
れがつきにくいのが特徴です。畳の
上で大の字になって寝てみませんか
。（提供）畳増【容量】約83×83×
高さ1.5㎝/1枚

F17フクロウ陶額（中）〔髙島屋選
定品〕

40,000円

可愛らしい2羽のフクロウをレリー
フで表現した陶板を額装した壁飾り
。お部屋を癒しの空間に演出します
。（提供）布引焼窯元【容量】縦34
.5×横43.5cm/1.5kg

F18フクロウ置物「まなざし」（中
）〔髙島屋選定品〕

40,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で焼き上げた陶器のフ
クロウ。癒しのまなざしを感じてく
ださい。（提供）布引焼窯元【容量
】幅22×奥行き12.5×高さ27cm
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F19布引焼食器セット「桜」〔髙島
屋選定品〕

40,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現した食器セット。お食事をより一
層おいしく引き立ててくれます。（
提供）布引焼窯元【容量】角鉢：17
.5×高さ3㎝/2個、茶碗：口径12×
高さ8.5㎝/2個、湯のみ：口径7×高
さ8.5㎝/2個、箸置：4.5cm/2個

F20布引焼食器セット「木もれ陽」
〔髙島屋選定品〕

40,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、木の中でキラキラ
と輝く日差しを表現した食器セット
。お食事をより一層おいしく引き立
ててくれます。（提供）布引焼窯元
【容量】角鉢：17.5×高さ3㎝/2個
、茶碗：口径12×高さ8.5㎝/2個、
湯のみ：口径7×高さ8.5㎝/2個、箸
置：4.5cm/2個

f1近江牛　しぐれ煮（800g）

40,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×4の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】800g

G1東近江市の特選近江牛ロースまた
は肩ロース〔髙島屋選定品〕

50,000円

東近江市の湖東平野で水・飼料・血
統にこだわり育てた自社牧場の近江
牛です。粉雪のような霜降りと、き
め細やかな赤身が見事に調和した霜
降り肉です。（提供）中川畜産【容
量】ロースまたは肩ロース800ｇ

G2極上近江牛ローススライス〔髙島
屋選定品〕

50,000円

近江牛特有のキメ細やかな美しいサ
シが入ったローススライスです。上
品な肉質と脂の甘みを楽しめます。
（提供）万葉【容量】800g

G3極上近江牛サーロインステーキ〔
髙島屋選定品〕

50,000円

柔らかく独特な甘みと、きめ細やか
な美しいサシで近江牛特有のとろけ
るような味を楽しめます。（提供）
万葉【容量】4枚/計800g

G4A5ランク近江牛サーロインステー
キ〔髙島屋選定品〕

50,000円

最高級近江牛サーロインステーキで
す。近江牛の上質な脂は「しつこさ
」「くどさ」がなく、最高級の味を
楽しめます。（提供）万葉【容量】
3枚/計600g

G5近江牛ロースすき焼き用〔髙島屋
選定品〕

50,000円

近江牛一筋46年。店主が選び抜いた
お肉を自信を持ってお届けいたしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】500g

G6近江牛ロースしゃぶしゃぶ用〔髙
島屋選定品〕

50,000円

近江牛一筋46年。店主が選び抜いた
お肉を自信を持ってお届けいたしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】500g

G7近江牛味噌漬（サーロイン・ヒレ
）〔髙島屋選定品〕

50,000円

近江牛の中でも認定近江牛のサーロ
インとヒレだけを西京味噌に漬け込
みました。（提供）岩井亭【容量】
サーロイン・ヒレ計700ｇ

G8近江牛味噌漬雅（ヒレ）〔髙島屋
選定品〕

50,000円

近江牛の中でも認定近江牛の最高級
部位であるヒレだけを西京味噌に漬
け込みました。（提供）岩井亭【容
量】ヒレ480ｇ

G9東近江市の地酒1,800ml4本セット
〔髙島屋選定品〕

50,000円

東近江市の蔵元四社の貴重な大吟醸
と純米大吟醸を4本セットにしまし
た。※時期により季節限定酒や通年
商品に内容が変更になる場合があり
ます。（提供）東近江市の地酒蔵大
枡屋【容量】喜楽長大吟醸・大治郎
純米大吟醸・一博純米大吟醸・薄櫻
大吟醸または純米大吟醸各1,800ml
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G10東近江市の地酒720ml11本セット
〔髙島屋選定品〕

50,000円

東近江市の蔵元四社のお酒を11本セ
ットにしました。※時期により季節
限定酒や通年商品に内容が変更にな
る場合があります。（提供）東近江
市の地酒蔵大枡屋【容量】大治郎
純米生酒・大治郎
純米吟醸生酒・大治郎　純米大吟醸
生酒・喜楽長純米・喜楽長純米吟醸
・喜楽長特別本醸酒・一博純米生酒
・一博純米吟醸生酒・秀一純米吟醸
火入・近江藤兵衛純米・近江藤兵衛
純米吟醸　各720ml

G11近江のお茶鈴鹿の恵み充実セッ
ト〔髙島屋選定品〕

50,000円

日本最古の茶所といわれている近江
。その地元鈴鹿山系で採れた緑茶を
「銘茶ますきち」が厳選して仕入れ
、仕上げを行いました。香気豊かで
深い味わいをお楽しみください。（
提供）銘茶ますきち【容量】高級煎
茶箕作100ｇ×2、高級煎茶永寿100
ｇ×2、高級煎茶延命100ｇ×2、政
所茶70ｇ×2、特選ほうじ茶200ｇ、
抹茶ラテ150ｇ、ほうじ茶ラテ150ｇ
、玉露玉瑞100ｇ×2、赤ちゃん番茶
ティーバッグ30個入

G12「近江ちぢみ」竹×麻パッチワ
ーク掛布団〔髙島屋選定品〕

50,000円

竹と綿の生地を使用したパッチワー
クの掛布団です。竹の爽快感と綿の
やわらかさが肌にやさしくとても軽
いです。中わたは麻を使用している
ので、暑い夏も快適に眠れます。（
提供）麻絲商会【容量】140×190㎝
/表地・裏地：綿90％・竹10％、中
わた：麻100％・0.6kg

G13「近江の麻」パッドシーツダブ
ル〔髙島屋選定品〕

50,000円

近江の麻を使った敷きパッドです。
天然素材「麻」の自然なひんやり感
で快適な夏の眠りをサポートします
。洗濯できるので清潔に使っていた
だけます。（提供）麻絲商会【容量
】140×205㎝/表地：麻100％、裏地
：綿100％、中わた：麻100％・0.6k
g

G14「近江ちぢみ」作務衣〔髙島屋
選定品〕

50,000円

麻100%の生地を使用した作務衣。「
近江ちぢみ」はシボをつけることに
より、肌との接着面が少なく風が通
り、べとつき感のないさわやかな清
涼感を感じます。サイズはＭとＬか
らお選びください。（提供）麻絲商
会【容量】サイズ：Ｍ・Ｌ/麻100％
/紺

G15「近江の麻」近江ちぢみ本麻敷
きパッドシングル〔髙島屋選定品〕

50,000円

通気性、吸湿性、放湿性に優れた本
麻を使用した麻敷きパッドです。「
近江ちぢみ」独特のしぼり加工が施
されています。寝返りするたびに、
ひんやり快適。洗える麻わた使用。
（提供）爽快潔リビング【容量】約
100×200㎝/表地：麻100％、裏地：
綿100％　※50枚限り

G16シニア犬用マット「ドッグケア
マットDXMサイズ」〔髙島屋選定品
〕

50,000円

三次元スプリング構造体ブレスエア
ーⓇを中芯に採用したシニア犬用マ
ット。中芯も簡単に洗えます。中～
大型犬用です。上層面は柔らかめ、
下層面は硬めの2層式タイプのマッ
トです。（提供）爽快潔リビング【
容量】約66×95×高さ7㎝/側地：綿
100％、中芯：指定外繊維〈ポリエ
ーテルエステル系繊維〉/5色：グリ
ーン・オレンジ・ブラウン・ベージ
ュ・ワインレッド

G17羊毛敷きパッドダブル〔髙島屋
選定品〕

50,000円

東近江市ふるさと納税返礼品限定で
す。上質なウールの肌触りと抜群の
保温力で、朝まで暖かく、快適に過
ごせます。（提供）爽快潔リビング
【容量】約144×204cm・羊毛長0.5c
m/羊毛100％　※5枚限り

G18フロントフラップショルダー＆
リュック2Way（L）〔髙島屋選定品
〕

50,000円

8号帆布で仕上げたショルダー＆リ
ュック2Wayバッグです。ポケット付
きフラップを上げるとポケットが２
つ、背面ファスナーポケット、内装
にも収納ポケットをつけています。
A4サイズが収納できます。（提供）
イヌイット【容量】幅26×マチ12×
高さ32㎝/5色：ネイビー・ターコイ
ズブルー・グレー・カラシ・カーキ
ブラウン

G19ボウルセット「桜」〔髙島屋選
定品〕

50,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現したボウルセット。和食・洋食問
わず多用途に使えます。（提供）布
引焼窯元【容量】大：口径18.5x高
さ8cm、小：口径15.5x高さ5.5cm/5
個

g1近江牛ロース　すき焼き用　１kg

50,000円

とろける様な近江牛です。ぜいたく
なひとときを味わってください。（
提供）大道精肉店【容量】1㎏

g2近江牛ロース　ステーキ用　１kg

50,000円

とろける様な近江牛です。ぜいたく
なひとときを味わってください。（
提供）大道精肉店【容量】1㎏

kanko
タイプライターテキスト
品切れ
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g3近江牛　しぐれ煮

50,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×５の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】1㎏

g4近江牛すきやき用詰合せ

50,000円

直営牧場の近江牛です。ロース肉と
上質な赤身肉、バラ肉の詰合せです
。（提供）福永喜三郎商店【容量】
1㎏（ロース500g、赤身肉250g、バ
ラ肉250g）

g5近江牛肩ローススライス

50,000円

近江牛の中でも極上の霜降りロース
です。スライス肉ですので、幅広い
料理に利用できます。口の中でとろ
けるような味わいをお楽しみ下さい
。（提供）佐乃屋精肉店【容量】80
0g

g6特別純米近江龍門ほか5種類、酒
蔵見学

50,000円

清流愛知川の伏流水に厳選な良質酵
母を使い、ゆっくり熟成させたお酒
です。全国燗酒コンテストで2年連
続最高金賞を受けました。（提供）
近江酒造株式会社【容量】720ml×6
、酒蔵見学（ペア）

g7鮒寿し子持ち3個　　スライス3個

50,000円

滋賀県名産の鮒寿し。発酵食品で乳
酸菌が多く、美容・健康維持に最適
です。（提供）村井水産有限会社【
容量】子持ち3本、スライス3個

g8イワナづくし食事券(3名様分）

50,000円

日本初のイワナ養魚場で採卵、孵化
から育てたイワナをその場で料理い
たします。（＊ご利用に際し、事前
予約が必要となります。）（提供）
池田養魚場【容量】3名様分

H1近江牛ロースすき焼き用〔髙島屋
選定品〕

60,000円

近江牛一筋46年。店主が選び抜いた
お肉を自信を持ってお届けいたしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】800g

H2近江牛ロースしゃぶしゃぶ用〔髙
島屋選定品〕

60,000円

近江牛一筋46年。店主が選び抜いた
お肉を自信を持ってお届けいたしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】800g

H3大吟醸「錦藍」・近江ネコ正宗72
0ml9本セット〔髙島屋選定品〕

60,000円

悠然と座す鈴鹿の雄峰を源とする清
流愛知川の伏流水、自家培養酵母、
自然の恩恵をうけた米を、杜氏と蔵
人の技術の粋を集めて造ったお酒で
す。（提供）近江酒造【容量】大吟
醸錦藍720ｍｌ×6、近江ネコ正宗：
純米吟醸720ｍｌ×2、純米酒720ｍ
ｌ×1

H4東近江市の地酒1,800ml6本セット
〔髙島屋選定品〕

60,000円

東近江市の蔵元四社のお酒を6本セ
ットにしました。※時期により季節
限定酒や通年商品に内容が変更にな
る場合があります。（提供）東近江
市の地酒蔵大枡屋【容量】喜楽長大
吟醸･喜楽長純米吟醸･大治郎純米吟
醸･大治郎純米･一博純米吟醸・近江
藤兵衛純米吟醸各1,800ml

H5ヒトミワイン飲み比べ12本セット
〔髙島屋選定品〕

60,000円

ヒトミワイナリー特選の12本のセッ
トです。それぞれ特徴がある人気の
白・赤・ロゼワインをお楽しみくだ
さい。（提供）ヒトミワイナリー【
容量】ｈ3カリブー2017（白/微発泡
辛口）720ml、h3パピヨン2017（ロ
ゼ/微発泡辛口）720ml、ドゥーブラ
ン2017（白/柔らかな甘口）720ml、
ドゥールージュ2017（赤/柔らかな
甘口）720ml、エヌアイブラン2016
（白/微発泡辛口）750ml、キュベオ
オノ2017（白/微…

H6「近江ちぢみ」掛布団生成×ｸﾞﾚｰ
〔髙島屋選定品〕

60,000円

さらっとした手触りで吸水性のいい
麻を側地、中わたにも使用した掛布
団です。中わたの量が少ないため軽
く、洗濯もしやすいのが特徴です。
麻の爽やかなシャリ感で快適な眠り
をサポートします。(提供）麻絲商
会【容量】150×210㎝/表地・裏地
：麻100％、中わた：麻100％・0.3
㎏
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H7「近江ちぢみ」掛布団
生成×ﾊﾟｰﾌﾟﾙ〔髙島屋選定品〕

60,000円

さらっとした手触りで吸水性のいい
麻を側地、中わたにも使用した掛布
団です。中わたの量が少ないため軽
く、洗濯もしやすいのが特徴です。
麻の爽やかなシャリ感で快適な眠り
をサポートします。(提供）麻絲商
会【容量】150×210㎝/表地・裏地
：麻100％、中わた：麻100％・0.3
㎏

H8高反発敷布団「FOURSEASONSLimit
ed」シングル〔髙島屋選定品〕

60,000円

爽快潔リビングが開発した高島屋限
定品。中芯には三次元スプリング構
造体ブレスエアーⓇを採用。三つ折
タイプです。（提供）爽快潔リビン
グ【容量】約97×196×高さ6㎝/側
地：ポリエステル100％、中芯：指
定外繊維〈ポリエーテルエステル系
繊維〉/2色：ダークブルー･ソフト
ベージュ

H9「近江の麻」近江ちぢみ本麻敷き
パッドセミダブル〔髙島屋選定品〕

60,000円

通気性、吸湿性、放湿性に優れた本
麻を使用した麻敷きパッドです。「
近江ちぢみ」独特のしぼり加工が施
されています。寝返りするたびに、
ひんやり快適。洗える麻わたを使用
しています。（提供）爽快潔リビン
グ【容量】約120×200cm/表地：麻1
00％、裏地：綿100％　※10枚限り

H10ONEPIECEOFROCKORIGINALHELMETB
AGMIDIUM〔髙島屋選定品〕

60,000円

13.5ozのオリジナルデニム生地で作
られたヘルメットバッグです。A4サ
イズが縦にも横にも収納可能な大き
さなので、ビジネスにもデイリーに
も抜群の使いやすさです。（提供）
FORTYNINERS【容量】幅40×マチ8×
高さ33㎝

H11オードブル皿「桜」〔髙島屋選
定品〕

60,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を描
いた楕円皿。飾り皿としても使って
いただけます。（提供）布引焼窯元
【容量】縦26x横39cm/飾り台付

h1近江牛　しぐれ煮（1.2㎏）

60,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×6の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】1.2㎏

I1「近江の麻」本麻生成掛布団〔髙
島屋選定品〕

70,000円

近江の麻を使った、さらっとした手
触りで吸水性のいい掛布団です。麻
の爽やかなシャリ感で快適な夏の眠
りをサポートします。洗濯可能です
。※生成は天然色のため、多少色が
異なります。（提供）麻絲商会【容
量】150×210㎝/表地・裏地：麻100
％、中わた：麻100％・0.6kg

I2フクロウ傘立て(小)〔髙島屋選定
品〕

70,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で焼き上げた、スリム
でコンパクトなサイズのフクロウの
傘立て。玄関のインテリアとして癒
しの空間に演出します。（提供）布
引焼窯元【容量】口径20×高さ40㎝

I3抹茶椀「桜」〔髙島屋選定品〕

70,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、日本の心・桜を表
現した抹茶椀。手に穏やかに馴染む
抹茶椀で至福の一服をお楽しみくだ
さい。（提供）布引焼窯元【容量】
口径12×高さ7.5㎝

I4抹茶椀「木もれ陽」〔髙島屋選定
品〕

70,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、木の中でキラキラ
と輝く日差しをを表現した抹茶椀。
手に穏やかに馴染む抹茶椀で至福の
一服をお楽しみください。（提供）
布引焼窯元【容量】口径12×高さ7.
5㎝

i1近江牛　しぐれ煮（1.4ｋｇ）

70,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×7の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】1.4㎏

J1「近江の麻」極上掛布団〔髙島屋
選定品〕

75,000円

細い麻の糸で織りあげた生地を使用
。そのため麻のチクチク感はまった
くなく極上の肌触りです。中わたも
麻を使用し量が少ないため軽く、洗
濯も可能です。麻のさらっと感・清
涼感で快適な眠りをｻﾎﾟｰﾄします。(
提供)麻絲商会【容量】140×190㎝/
表地・裏地：麻100％、中わた：麻1
00％・0.3㎏
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J2シニア犬用マット「ドッグケアマ
ットDXLサイズ」〔髙島屋選定品〕

75,000円

三次元スプリング構造体ブレスエア
ーⓇを中芯に採用したシニア犬用マ
ット。中芯も簡単に洗えます。大型
犬におすすめです。上層面は柔らか
め、下層面は硬めの2層式タイプの
マットです。（提供）爽快潔リビン
グ【容量】約95×132×高さ7㎝/側
地：綿100％、中芯：指定外繊維〈
ポリエーテルエステル系繊維〉/5色
：グリーン・オレンジ・ブラウン・
ベージュ・ワインレッド

J3高反発敷布団「FOURSEASONSLimit
ed」セミダブル〔髙島屋選定品〕

75,000円

爽快潔リビングが開発した高島屋限
定品。中芯には三次元スプリング構
造体ブレスエアーⓇを採用。三つ折
タイプです。（提供）爽快潔リビン
グ【容量】約119×196×高さ6㎝/側
地：ポリエステル100％、中芯：指
定外繊維〈ポリエーテルエステル系
繊維〉/2色：ダークブルー･ソフト
ベージュ

J4敷毛布「ウールトッパー」シング
ル〔髙島屋選定品〕

75,000円

羊一頭分の高品質ウール綿を贅沢に
詰めました。暖かさと寝心地アップ
を両立させたよくばり仕様の敷毛布
です。（提供）爽快潔リビング【容
量】約96×200cm/表地：綿100%ニッ
ト生地、裏地：綿100%、中わた：羊
毛100%・2.8㎏

J5「近江の麻」近江ちぢみ本麻敷き
パッドダブル〔髙島屋選定品〕

75,000円

通気性、吸湿性、放湿性に優れた本
麻を使用した麻敷きパッドです。「
近江ちぢみ」独特のしぼり加工が施
されています。寝返りするたびに、
ひんやり快適です。※10枚限り（提
供）爽快潔リビング【容量】約140
×200cm/表地：麻100％、裏地：綿1
00％

J6陶額「黄昏に翔ぶ」〔髙島屋選定
品〕

75,000円

ヨーロッパの神話に登場する知恵と
芸術の女神ミネルヴァの使いとされ
、人々が一日を終え英知を培った黄
昏時にまちへ飛び、知恵を集めたと
伝わるフクロウのレリーフ陶板を額
装した壁飾りです。（提供）布引焼
窯元【容量】縦42.5×横33.5㎝/1.5
kg

J7半畳へりなし置き畳2枚〔髙島屋
選定品〕

75,000円

創業80年の確かな技術で作った半畳
サイズの置き畳です。フローリング
用で人工の畳表を使っているので汚
れがつきにくいのが特徴です。畳の
上で大の字になって寝てみませんか
。（提供）畳増【容量】約83×83×
高さ1.5㎝/2枚

j1近江牛ロースすき焼き用
750g×２箱

75,000円

とろける様な近江牛です。ぜいたく
なひとときを味わってください。（
提供）大道精肉店【容量】750g×2
箱

K1近江牛サーロインステーキ〔髙島
屋選定品〕

80,000円

近江牛一筋46年。店主が選び抜いた
お肉を自信を持ってお届けいたしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】3枚/計750g

K2喜楽長味わいいろいろ飲みくらべ
セット〔髙島屋選定品〕

80,000円

喜楽長の地酒の世界を存分に楽しめ
る飲みくらべｾｯﾄ。東近江市の豊か
な自然と風土によって育まれ、伝統
的な技法によって醸し出された地酒
「喜楽長」。その柔らかで、コクの
ある味わいをお楽しみください。（
提供）喜多酒造【容量】大吟醸1,80
0ml×2、純米大吟醸1,800ml×2、辛
口純米吟醸1,800ml、特別純米酒1,8
00ml

K3羊毛敷きパッド極暖
シングル〔髙島屋選定品〕

80,000円

羊毛長1ｃｍが織りなす「極上の肌
触り」となっています。暖かさにつ
つまれた、快適な睡眠を今年の冬か
ら楽しめます。（提供）爽快潔リビ
ング【容量】約105×205cm・羊毛長
1cm/羊毛100％　※10枚限り

k1近江牛　しぐれ煮（1.6kg）

80,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×8の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】1.6kg

L1「近江の麻」枕（麻わた入り）&
「近江ちぢみ」掛布団〔髙島屋選定
品〕

90,000円

麻は水分・熱の吸収性・発散性に優
れ、夏にぴったり。掛布団はシボの
ある近江ちぢみの生地を使用し、洗
濯しやすいのが特徴です。枕は首す
じと肩の筋肉を「緊張させない」硬
・軟構造で高さ調節ｼｰﾄ付です。(提
供)麻絲商会【容量】枕：43×63㎝/
側地：麻100%、中わた：麻わた・エ
ステルわた・ポリエチレン樹脂パイ
プ、掛布団：150×210㎝/表地・裏
地：麻100％、中わた：麻100％・0.
3㎏
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L2「近江ちぢみ」掛布団&パッドシ
ーツシングル〔髙島屋選定品〕

90,000円

麻は水分・熱の吸収性・発散性に優
れ快適な眠りをｻﾎﾟｰﾄします。掛布
団は近江ちぢみを使ったさらっとし
た手触りで洗濯しやすいのが特徴で
す。敷きﾊﾟｯﾄﾞとｾｯﾄで使用すると涼
しく夏にぴったりです。（提供）麻
絲商会【容量】掛布団：150×210㎝
/表地・裏地：麻100％、中わた：麻
100％・0.3㎏、パッドシーツ：100
×205㎝/表地：麻100％、裏地：綿1
00％、中わた：麻100％・0.4kg

L3高反発敷布団「FOURSEASONSLimit
ed」ダブル〔髙島屋選定品〕

90,000円

爽快潔リビングが開発した高島屋限
定品。中芯には三次元スプリング構
造体ブレスエアーⓇを採用。三つ折
タイプです。（提供）爽快潔リビン
グ【容量】約137×196×高さ6㎝/側
地：ポリエステル100％、中芯：指
定外繊維〈ポリエーテルエステル系
繊維〉/2色：ダークブルー･ソフト
ベージュ

L4高反発敷布団「FOURSEASONSEX2」
シングル〔髙島屋選定品〕

90,000円

三次元スプリング構造体ブレスエア
ーⓇを中芯に採用した敷布団。「ダ
ブルクッション構造」を採用。ブレ
スエアーⓇ6枚を贅沢に使った2層構
造仕上げにより、高級マットレスと
遜色ない寝心地です。（提供）爽快
潔リビング【容量】約97×203×高
さ8㎝/側地：ポリエステル100％、
中芯：指定外繊維〈ポリエーテルエ
ステル系繊維〉/2色：ダークブルー
･ソフトベージュ

L5「近江の麻」近江ちぢみ本麻掛布
団〔髙島屋選定品〕

90,000円

近江の麻を使い、「近江ちぢみ」加
工を施した掛布団です。天然素材「
麻」の自然なひんやり感で快適な夏
の眠りをサポートします。爽やかで
清涼感のある肌触りは寝苦しい夜に
ぴったりです。（提供）爽快潔リビ
ング【容量】約150×210㎝/側地：
麻100％、中わた：麻100％
※20枚限り

L6敷毛布「ウールトッパー」セミダ
ブル〔髙島屋選定品〕

90,000円

羊一頭分の高品質ウール綿を贅沢に
詰めました。暖かさと寝心地アップ
を両立させたよくばり仕様の敷毛布
です。（提供）爽快潔リビング【容
量】約120×200cm/表地：綿100%ニ
ット生地、裏地：綿100%、中わた：
羊毛100%・2㎏

L7フクロウ傘立て（大）〔髙島屋選
定品〕

90,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で焼き上げた、愛嬌の
あるフクロウの傘立て。玄関のイン
テリアとして癒しの空間に演出しま
す。（提供）布引焼窯元【容量】口
径23x高さ50cm

l1近江牛　しぐれ煮（1.8kg）

90,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×9包装でも可能です。（
提供）岩井亭【容量】1.8㎏

M1東近江市の特選近江牛頒布会〔髙
島屋選定品〕

100,000円

東近江市の湖東平野で水・飼料・血
統にこだわり育てた自社牧場の近江
牛です。こだわり近江牛を種類ごと
に３カ月間お届けします。（提供）
中川畜産【容量】1カ月目：サーロ
インステーキ3枚/計600g、2カ月目
：ロースまたは肩ロースすき焼き用
500ｇ、3カ月目：カルビ焼肉用500
ｇ

M2極上近江牛頒布会〔髙島屋選定品
〕

100,000円

柔らかく独特の甘みと、きめ細やか
な美しいサシの近江牛の様々な種類
を3カ月間お届けいたします。焼肉
・焼きしゃぶ・しゃぶしゃぶなど、
毎月届く近江牛で贅沢なひと時をお
楽しみください。（提供）万葉【容
量】1カ月目：極上近江牛焼肉セッ
ト(モモ400ｇ・バラ400ｇ)、2カ月
目：近江牛カルビスライス1ｋｇ、3
カ月目：極上近江牛モモスライス1
ｋｇ

M3近江牛ロースすき焼き用・わりし
たセット〔髙島屋選定品〕

100,000円

近江牛一筋46年。店主が選び抜いた
お肉を自信を持ってお届けいたしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】すき焼き用1kg、わりした440
ｇ

M4近江牛ロースしゃぶしゃぶ用・ご
まだれセット〔髙島屋選定品〕

100,000円

近江牛一筋46年。店主が選び抜いた
お肉を自信を持ってお届けいたしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】しゃぶしゃぶ用1kg、ごまだ
れ415ｇ

M5近江牛味噌漬雅（ヒレ）〔髙島屋
選定品〕

100,000円

近江牛の中でも認定近江牛の最高級
部位であるヒレだけを西京味噌に漬
け込みました。（提供）岩井亭【容
量】ヒレ960g
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M6「近江ちぢみ」本麻ボーダー掛け
布団〔髙島屋選定品〕

100,000円

近江ちぢみを使ったさらっとした手
触りで吸水性のいい麻を側地、中わ
たに使用した掛布団です。洗濯可能
で、清潔に使っていただけます。（
提供）麻絲商会【容量】150×210㎝
/側地：麻100％、中わた：麻100％
・0.6kg

M7木製薄盆玉杢〔髙島屋選定品〕

100,000円

木地師発祥の地、東近江市永源寺地
域でろくろを使って手作りしていま
す。削って磨くのみ、この木が持つ
自然の光沢そのままに仕上げていま
す。※商品により、色・木目が異な
ります。（提供）君杢【容量】国産
/径約30㎝

M8桧枝ジュエリーボックス〔髙島屋
選定品〕

100,000円

木地師発祥の地、東近江市永源寺地
域でろくろを使って手作りしていま
す。削って磨くのみ、この木が持つ
自然の光沢そのままに仕上げていま
す。※商品により、色・木目が異な
ります。（提供）君杢【容量】東近
江市産/径約8㎝

M9フクロウ陶額（大）〔髙島屋選定
品〕

100,000円

可愛らしい2羽のフクロウをレリー
フで表現した陶板を額装した大きな
壁飾り。お部屋を癒しの空間に演出
します。（提供）布引焼窯元【容量
】縦45.5x横57cm/3kg

M10花器「木もれ陽」〔髙島屋選定
品〕

100,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、木の中でキラキラ
と輝く日差しを表現した花器。独特
の存在感で空間に潤いを与えてくれ
ます。（提供）布引焼窯元【容量】
幅27x奥行き17x高さ29cm

m1近江牛ロース　すき焼き用　２kg

100,000円

とろける様な近江牛です。ぜいたく
なひとときを味わってください。（
提供）大道精肉店【容量】1㎏×２

m2近江牛　しぐれ煮

100,000円

近江牛の中でも東近江市で飼育され
た認定近江牛だけを八日市の地醤油
で丁寧に炊き上げました。ご要望に
より200g×10の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】2㎏
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