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N1鮒寿し子持ち桶入り〔髙島屋選定
品〕

110,000円

鮒本来の味わいがいきる滋賀の名産
鮒寿しです。（重石をのせて管理し
ていただくとおいしく召しあがれま
す。）（提供）村井水産【容量】鮒
寿し子持ち7ｋｇ/桶入り※重石は商
品に付いていません。

N2高反発敷布団「FOURSEASONSEX2」
セミダブル〔髙島屋選定品〕

110,000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119×203×高
さ8㎝/側地：ポリエステル100％…

N3敷毛布「ウールトッパー」ダブル
〔髙島屋選定品〕

110,000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140×200cm/表地：綿100%ニ
ット生地、裏地：綿100%、中わた：
羊毛100%・2.4㎏

O1近江牛サーロインステーキ〔髙島
屋選定品〕

125,000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】5枚/計1,250ｇ

O2近江牛ヒレごのみ〔髙島屋選定品
〕

125,000円

味噌漬「雅」とヒレのビフカツ。近
江牛最高級部位であるヒレだけを使
用した岩井亭自慢の贅沢なセットで
す。（提供）岩井亭【容量】ヒレ味
噌漬5枚/計600ｇ、ヒレビフカツ5枚
/計600ｇ

O3宿「八風別館」宿泊ペアチケット
〔髙島屋選定品〕

125,000円

都市部から離れた滋賀県の奥座敷で
、どこか懐かしい風情漂う落ち着い
た大人の空間を堪能できます。全室
露天風呂付客室です。※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】宿「八風
別館」ペア宿泊チケット（一泊…

O4白洲正子かくれ里の世界木地師の
ふるさとを訪ねる旅ﾍﾟｱ〔髙島屋選
定品〕

125,000円

東近江市を専用タクシーで訪ね、観
光ガイドがご案内します。地元食材
を使用した昼食付きです。※有効期
限：発送から１年※所要時間：4時
間※ご利用除外月：12月～3月※事
前予約が必要となります。（主催）
東近江市観光協会【容量】[主な見
学先]木地師資料館、大皇器地祖神
…

O5「近江ちぢみ」12色パッチワーク
掛布団〔髙島屋選定品〕

125,000円

お部屋が明るくなるカラフルなパッ
チワークの掛布団。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、中わたにも使用し
洗濯も可能です。爽やかなシャリ感
で快適な夏の眠りをサポートします
。（提供）麻絲商会【容量】150×2
10㎝/表地：麻100％・裏地：…

O6高反発敷布団「FOURSEASONSEX2」
ダブル〔髙島屋選定品〕

125,000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137×203×高
さ8㎝/側地：ポリエステル100％…

O7高反発敷布団「FOURSEASONSPREMI
UM」シングル〔髙島屋選定品〕

125,000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。高通
気で体が蒸れず快適。中芯も簡単に
洗え、常に清潔に保てます。硬さが
選べる2層式リバーシブルタイプで
す。（提供）爽快潔リビング【容量
】約97×195×高さ10㎝/側地：ポリ
エステル100％、中芯：指定外繊…

O8羊毛敷きパッド極暖ダブル〔髙島
屋選定品〕

125,000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145×205cm・羊毛長
1cm/羊毛100％　※5枚限り

O9オーダーメイド表札〔髙島屋選定
品〕

125,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、オリジナルの表札
をつくれます。※画像は最大サイズ
の約30×30㎝です。※名入れ・デザ
イン・サイズ（規定内）はご注文後
、ご希望を承ります。（提供）布引
焼窯元【容量】30×30㎝以内
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O10フクロウ置物「市福」（L)〔髙
島屋選定品〕

125,000円

市役所をはじめ東近江市内9箇所に
設置され、町の幸福を見守っている
「市福フクロウ」のミニチュアサイ
ズです。あなたのお家の守り神にい
かがでしょうか。（提供）布引焼窯
元【容量】幅23×奥行き27×高さ27
㎝

O11フクロウ置物「まなざし」（大
）〔髙島屋選定品〕

125,000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大
きなフクロウ。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35x奥行き18x高さ42cm

O12長皿「桜」〔髙島屋選定品〕

125,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、伸びやかに咲き誇
る桜を表現。存在感のある飾り皿は
空間に潤いを与えてくれます。（提
供）布引焼窯元【容量】縦27×横49
㎝/飾り台付

O13長皿「木もれ陽」〔髙島屋選定
品〕

125,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、琵琶湖を望む湖畔
の樹々に木もれ陽の射す風景を表現
。存在感のある飾り皿は空間に潤い
を与えてくれます。（提供）布引焼
窯元【容量】縦27×横49㎝/飾り台
付

P1極上近江牛頒布会〔髙島屋選定品
〕

150,000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部位
を3カ月間お届けします。焼肉・す
き焼き・ステーキと、毎月届く様々
な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
江牛ローススライス1kg、3カ月目：
極上近江牛サーロインステーキ5枚/
計1kg

P2高反発敷布団「FOURSEASONSPREMI
UM」セミダブル〔髙島屋選定品〕

150,000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。中芯
も簡単に洗え、常に清潔に保てます
。硬さが選べる2層式リバーシブル
タイプです。（提供）爽快潔リビン
グ【容量】約119×195×高さ10㎝/
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

P3半畳へりなし置き畳4枚〔髙島屋
選定品〕

150,000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㎝/4枚

p1近江牛ロース　すき焼き用　3kg

150,000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。※
送付時期を調整して2回に分けてお
送りします。（提供）大道精肉店【
容量】1回目：1㎏×２、2回目：1㎏
×１

p2近江牛　しぐれ煮（4kg）

150,000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×15の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】4㎏

Q1「近江の麻」寝装セット〔髙島屋
選定品〕

175,000円

パッドシーツ（シングル）と「近江
ちぢみ」の布団・麻の枕・ピローパ
ッどの4点セットです。麻は吸収性
・発散性に優れ、爽やかで清涼感の
ある肌触りは寝苦しい夏にぴったり
です。（提供）麻絲商会【容量】パ
ッドシーツ：100×205㎝/表地：麻1
00％、裏地：綿100％、中わた：麻1
00％・0.4kg、掛布団：150×210㎝/
表地・裏地：麻100％、中わた：麻1
00％・0.6㎏、枕：43×63㎝/側地：
麻100%、中わた：…

Q2高反発敷布団「FOURSEASONSPREMI
UM」ダブル〔髙島屋選定品〕

175,000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。中芯
も簡単に洗え、常に清潔に保てます
。硬さが選べる2層式リバーシブル
タイプです。（提供）爽快潔リビン
グ【容量】約137×195×高さ10㎝/
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

Q3陶雛人形「桜」〔髙島屋選定品〕

175,000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雛
人形。着物の部分に豪華な桜が描か
れています。（提供）布引焼窯元【
容量】男雛：幅12x奥行き12x高さ27
cm、女雛：幅11.5x奥行き11.5x高さ
22.5cm/飾り台・金屏風付
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R1東近江市の特選近江牛頒布会〔髙
島屋選定品〕

200,000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4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5枚/計１kg、2カ月目
：赤身しゃぶしゃぶ用800ｇ、3カ月
目：ロースまたは肩ローススライス
850ｇ、4カ月目：カルビ焼肉用1kg

R2近江牛ロースすき焼き用・しゃぶ
しゃぶ用頒布会〔髙島屋選定品〕

200,000円

近江牛特有の舌でとろけるような肉
質と口中に広がる濃厚でまろやかな
旨味を存分に楽しんでいただけるよ
う、２カ月間種類ごとにお届けしま
す。（提供）能登川いろは精肉店【
容量】1カ月目：すき焼き用1kg、わ
りした440ｇ、2カ月目：しゃぶしゃ
ぶ用1kg、ごまだれ415ｇ

R3フクロウガーデンポット〔髙島屋
選定品〕

200,000円

青銅色で焼き上げた、フクロウの形
のガーデンポットです。落ち着いた
存在感があり、インテリアとしても
使っていただけます。（提供）布引
焼窯元【容量】口径20x高さ31cm

R4花器「鞄とねこ」〔髙島屋選定品
〕

200,000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、楽しい
花器です。鞄の中からねこが飛び出
した心くすぐるかわいらしいデザイ
ン。お部屋のインテリアとしても使
っていただけます。（提供）布引焼
窯元【容量】幅22x奥行き15x高さ30
cm

r1近江牛ロース　すき焼き用
計4kg　　　　　

200,000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。※
送付時期を調整し２回に分けてお送
ります。１回目：1㎏×2箱、２回目
：１㎏×2箱（提供）大道精肉店【
容量】4㎏

r2近江牛　しぐれ煮

200,000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×20の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】4㎏

S1定期便近江牛ロース三昧〔髙島屋
選定品〕

250,000円

コクと甘みが濃厚なリブロースや近
江牛の最高部位に君臨するサーロイ
ン、さらに岩井亭自慢の味噌漬を週
1回、計3回堪能できるセットです。
（提供）岩井亭【容量】１週目：サ
ーロインステーキ5枚/計1kg、2週目
：リブロースすき焼き用1kg、3週目
：サーロイン味噌漬け5枚/計500ｇ

S2花器「桜」〔髙島屋選定品〕

250,000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19x高さ32cm

s1近江牛　しぐれ煮（５kg）

250,000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×25の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】5㎏

T1定期便近江牛ロース三昧〔髙島屋
選定品〕

300,000円

美しいサシが入った近江牛の希少部
位を３週間堪能できるセットです。
（提供）岩井亭【容量】1週目：サ
ーロインステーキ5枚/計1kg、2週目
：リブロースすき焼き用1ｋｇ、3週
目：サーロインしゃぶしゃぶ用1kg

T2頒布会近江牛ヒレ三昧〔髙島屋選
定品〕

300,000円

近江牛の最高級部位であるヒレを贅
沢に丸々1本使用しました。大変ま
ろやかで芳醇な風味を3カ月にわた
って召しあがってください。（提供
）岩井亭【容量】1カ月目：シャト
ーブリアン5枚・計750g、2カ月目：
ヒレ味噌漬5枚/計600g、3カ月目：
ヒレビフカツ5枚/計600g

T3陶額「琵琶湖の桜」〔髙島屋選定
品〕

300,000円

淡く透明感のある布引焼独自の技法
「七彩天目」で、琵琶湖に咲き誇る
桜を描いた陶板を額装した大型の壁
飾り。琵琶湖の雄大さを感じる存在
感のある作品です。（提供）布引焼
窯元【容量】縦58×横79.5cm/7kg



25213

滋賀県　東近江市

t1近江牛ロースすき焼き用　計６kg
　　　　　　　　　

300,000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。※
送付時期を調整し３回に分けてお送
ります。１回目：1㎏×2箱、２回目
：１㎏×2箱、３回目：1㎏×2箱（
提供）大道精肉店【容量】6㎏

t2近江牛ヒレ肉１本

300,000円

近江牛の中でも最上級の希少な部位
です。お好きな厚みにお切りいただ
き、お召し上がりください。（提供
）佐乃屋精肉店【容量】3㎏～4㎏

t3近江牛　しぐれ煮（6㎏）

300,000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×30の包装でも可能です。
（提供）岩井亭【容量】6kg
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