滋賀県

東近江市

10,000円以上20,000円未満の寄附でもらえる
A1東近江市産の近江牛バラ切り落と
し500g［高島屋選定品］

A2手作りハンバーグ150g×7個［高
島屋選定品］

A3手作り近江牛ハンバーグ200g×３
［高島屋選定品］

A4手作り近江牛まんまるコロッケ３
０個［高島屋選定品］

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。良質な脂質の
バラ肉で煮込みや炒め物を一段と美味しくしま
す。(提供)中川畜産

日本三大和牛のひとつ「近江牛」をふんだんに
使用した岩井亭自慢のハンバーグです。※写真
はイメージです。（提供)岩井亭

近江牛専門店が極めた近江牛100％のハンバーグ
です。肉の旨味が凝縮され、肉本来の旨味を存
分の楽しんでいただけるハンバーグです。※写
真はイメージです。（提供）万葉

近江牛しぐれ煮がたっぷり詰まった万葉特製手
作りコロッケです。※写真はイメージです。（
提供）万葉

A5あいとうメロン３L/１玉［高島屋
選定品］

A6あいとう梨（化粧箱入）５～６玉
［高島屋選定品］

A7あいとうぶどう（マスカットベリ
ーA）３～５房［高島屋選定品］

A8東近江市の野菜セット［高島屋選
定品］

東近江市上岸本町の温室でじっくり育てられた
とってもジューシーなアールスメロンです。※
お届け期間：5月～7月上旬(提供)あいとうマー
ガレットステーション

東近江市愛東地域で生産され、光センサーによ
る厳しい糖度検査を通過した梨のみを出荷。幸
水梨、豊水梨どちらかをお届け。※品種は選択
できません。※お届け期間：8月下旬～9月中旬(
提供)あいとうマーガレットステーション

東近江市愛東地域で生産されている種なしぶど
うマスカットベリーA。糖度は非常に高く、濃厚
な甘みはやみつきになります。※お届け期間：8
月下旬～9月下旬 (提供)あいとうマーガレット
ステーション

東近江市産の旬の野菜を詰合せました。季節に
応じた野菜をお届けします。※写真はイメージ
です。※6月～10月はクール便でのお届けとなり
ます。(提供)JAグリーン近江ファーマーズきて
か～な

A9近江永源寺米食べ比べセット/コ
シヒカリ・みずかがみ［高島屋選…

A10JA湖東お米詰合せ［高島屋選定
品］

A11近江米食べ比べセット［高島屋
選定品］

A12環境こだわり米魚のゆりかご水
田米「コシヒカリ」５㎏［高島屋…

鈴鹿の山の清らかな水と、自然豊かな恵みで育
った近江永源寺米は味と香りが自慢です。（提
供）カネキチ

東近江市の田んぼで育ったおいしいお米6種類の
お試しパックです。※入荷状況により、品種が
変わる場合があります。(提供)あいとうマーガ
レットステーション

近江米の代表銘柄の食べ比べセットです。みず
かがみ・秋の詩・コシヒカリを詰合せました。
育成方法にもこだわった「環境こだわり米」で
す。(提供)JAグリーン近江ファーマーズきてか
～な

びわ湖固有種の魚を田んぼで育て、環境にやさ
しい栽培方法で作られたコシヒカリです。環境
こだわり米に携わった方々は第46回日本農業賞
食の架け橋門で大賞を受賞しました。(提供)JA
グリーン近江ファーマーズきてか～な

A13滋賀県限定品種環境こだわり米
「みずかがみ」５㎏［高島屋選定…

A14レトルトご飯「みずかがみ」200
g×18［高島屋選定品］

A15みずかがみ加工品セット［高島
屋選定品］

A16近江ネコ正宗「HACHIWARE」720m
l×3［高島屋選定品］

滋賀県でしか栽培されていない「みずかがみ」
。冷めても美味しいお米をご賞味ください。「
みずかがみ」は平成27、28年産米食味ランキン
グで「特A」に輝いた銘柄です。(提供JA)グリー
ン近江農業共同組合

滋賀県でしか栽培されていない「みずかがみ」
。冷めても美味しいお米を手軽に召し上がって
いただけるレトルトパックにしました。(提供)J
Aグリーン近江ファーマーズきてか～な

滋賀県でしか栽培されていない「みずかがみ」
。手軽にお召し上がりいただけるレトルトパッ
クご飯とみずかがみを使用したお菓子をセット
にしました。(提供)JAグリーン近江ファーマー
ズきてか～な

温和で人なつっこいはちわれ（白と黒の猫で毛
色が顔のまんなかで分かれているものをはちわ
れという）のイメージのような深い味わいは、
ゆっくりとおだやかな時間をくつろげるでしょ
う。（提供）近江酒造
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A17旬の特別純米酒と辛口純米吟醸7
20ml2本セット［高島屋選定品］

A18東近江市の地酒（大治郎・一博
）720ml2本セット［高島屋選定品］

A19東近江市の地酒（大治郎・喜楽
長）720ml2本セット［高島屋選定…

A20東近江市の地酒（喜楽長・近江
藤兵衛）720ml2本セット［高島屋…

特別純米酒は5～6月：若苗（生囲い）、9月～10
月：ひやおろし、12月～1月：あらばしり生酒を
お届けします。※特別純米酒は季節限定のため
品切れの場合は通年商品となります。※ラベル
が変わる場合があります。（提供）喜多酒造

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「中澤酒造」の
代表商品です。純米吟醸と純米の無濾過生酒で
す。※季節により生酒・うすにごり・火入酒と
内容が変更になる場合がございます。（提供）
大枡屋

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「喜多酒造」の
代表商品です。純米吟醸と純米の無濾過生酒で
す。※季節により生酒・うすにごり・火入酒と
内容が変更になる場合がございます。（提供）
大枡屋

東近江市の地酒蔵「喜多酒造」、「増本酒造」
の代表商品です。今人気の滋賀の地酒を堪能で
きる贅沢なセットです。※季節により、生酒・
うすにごり・火入酒と内容が変更になる場合が
ございます。（提供）大枡屋

A21東近江市の地酒（近江藤兵衛・
一博）720ml2本セット［高島屋選…

A22東近江市の地酒（大治郎・一博
）720ml2本セット［高島屋選定品］

A23ヒトミワイン2本セット［高島屋
選定品］

A24湖のくに生チーズケーキ・酒粕
ビスコッティセット［高島屋選定…

東近江市の地酒蔵「増本酒造」、「中澤酒造」
の代表商品です。純米吟醸と純米の無濾過生酒
です。※季節により生酒・うすにごり・火入酒
と内容が変更になる場合がございます。（提供
）大枡屋

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「中澤酒造」の
代表商品です。純米吟醸と純米の無濾過生酒で
す。※季節により生酒・うすにごり・火入酒と
内容が変更になる場合がございます。（提供）
大枡屋

「カリブー」はデラウェアの溌剌とした泡が味
わえる田舎式微発泡ワインです。「バリックメ
ルロー」はメルローをフレンチオークで熟成さ
せたミディアムボディの赤ワインです。※250セ
ット限り（提供）ヒトミワイナリー

滋賀の六つの酒蔵の酒粕を贅沢に使った生チー
ズケーキ。きき酒ならぬ、手軽に美味しい“き
き酒粕”をお楽しみください。酒粕ビスコッテ
ィも一緒に。(提供)社会福祉法人あゆみ福祉会
工房しゅしゅ

A25イタリアンジェラート詰合せ12
個入り［高島屋選定品］

A26近江プリン10個入り［高島屋選
定品］

A27Ｒａｐｔｙ特選ギフト［高島屋
選定品］

A28冨来郁銘菓撰詰合せ［高島屋選
定品］

池田牧場搾りたて牛乳をふんだんに使用したイ
タリアンジェラート。香料や着色料は使用せず
、素材本来の味「ほんまもん」の味をお楽しみ
いただけます。(提供)池田牧場香想

近江の土地で育まれた野菜やお茶・栗などを使
い濃厚でなめらかなプリンをつくりました。（
提供）パティスリーパピエ

地元産の豊富な農産物を活かしてクッキーや焼
菓子、ジャムなど旬の逸品を詰合せてお送りし
ます。※季節により内容が変わります。(提供)
あいとうマーガレットステーション

近江商人の理念「売り手良し、買い手良し、世
間良し」に因んだパイ饅頭「三方よし」など冨
来郁の代表銘菓を詰合せました。（提供）菓道
冨来郁

A29生クリーム大福詰合せ24個入り
［高島屋選定品］

A30ふるさとあられ詰合せ［高島屋
選定品］

A31近江銘菓詰合せ［高島屋選定品
］

A32近江のう米チップス［高島屋選
定品］

コーヒーの生クリームと抹茶（朝宮茶）の生ク
リームを白餡で包み、更に餅で包んだ生クリー
ム大福です。（提供）菓道冨来郁

近江米（滋賀羽二重もち米）を使用しています
。もち米本来のやさしい甘味を活かし、七福堂
製菓独自の製法でサクッと軽い食感に仕上げま
した。（提供）七福堂製菓

鈴鹿山系の伏流水を用い、国産小豆100％の自家
製餡にこだわった伝統の和菓子をご賞味くださ
い。※4月～10月はクール便でのお届けとなりま
す。(提供)井上製菓

滋賀県でしか栽培されていない「みずかがみ」
を使ったお菓子です。サクサクと軽い食感と甘
さが特徴です。※写真はイメージです。(提供)J
Aグリーン近江ファーマーズきてか〜な

A33本もろこつくだ煮［高島屋選定
品］

A34鮒寿し姿スライス子持ち1本［高
島屋選定品］

A35川上ふなずし工房ふなず1尾［高
島屋選定品］

A36うまい唐がらし料理人の隠し味
脇役セット［高島屋選定品］

滋賀県琵琶湖特産魚の「本もろこ」を酒・しょ
うゆ・砂糖のみで炊き上げたつくだ煮です。(提
供)村井水産

鮒本来の味わいいきる滋賀の名産鮒寿しです。
すぐにお召し上がりいただけるスライスしてお
届けします。(提供)村井水産

東近江市産のお米と琵琶湖産のニゴロブナで漬
け込んだ鮒ずしは滋養にもよく、お酒のお供に
も絶品です。(提供)あいとうマーガレットステ
ーション

ヤマサンの自社農園にて唐辛子（鷹の爪）をタ
ネから育成し、乾燥→粉砕→粉末の加工をして
います。鮮度、風味が抜群です。(提供)ヤマサ
ン

25213

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/の後に左の番号を入れていただくとこちらのお礼の品をご覧いただけます

powered by ふるさとチョイス

滋賀県

東近江市

A37ひきたて名人山椒ミル付き・詰
替袋セット［高島屋選定品］

A38ひきたて名人唐辛子ミル付き・
詰替袋セット［高島屋選定品］

A39醤三昧（手作りしょうゆ詰合せ
）［高島屋選定品］

A40ひがしおうみ産天然菜たね油菜
ばかり940g×２［高島屋選定品］

ヤマサンの自社農園にて育成した山椒を、風味
と辛味をのがさずボール状に仕上げた山椒のペ
ッパーボールです。スパイスミルをご使用いた
だくと、挽きたての風味と辛味を楽しめます。(
提供)ヤマサン

ヤマサンの自社農園にて育成した唐辛子を、風
味と辛味をのがさずボール状に仕上げた唐辛子
のペッパーボールです。スパイスミルをご使用
いただくと、挽きたての風味と辛味を楽しめま
す。(提供)ヤマサン

江戸後期湖東三山百済寺門前で生まれた醸造元
です。料理にあわせて選んでいただける詰合せ
にしました。（提供）やまよし醤油

滋賀県東近江市産の菜種を100％使用し、化学薬
品・添加物を一切使用せず、ていねいに搾りま
した。てんぷらやサラダ、お菓子作りなどにお
使いください。（提供）NPO法人愛のまちエコ倶
楽部

A41近江のお茶鈴鹿の恵みセット［
高島屋選定品］

A42農家レストラン香想庵お食事券A
［高島屋選定品］

A43「近江の麻」ピローバット［高
島屋選定品］

A44「近江の麻」ハンカチ3枚セット
（無地1枚・柄2枚）［高島屋選定…

日本最古の茶所近江。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。香気豊かなで深い味わい
をお楽しみください。（提供）銘茶ますきち

農家レストラン「香想庵」でお使いいただける
お食事券です。※写真はイメージです。※有効
期限：発送から6ヶ月※ご利用に際し、事前予約
が必要となります。(提供)池田牧場田舎の親戚
香想庵

近江の麻を使ったピローパットです。天然素材
『麻』の自然なひんやり感で快適な眠りをサポ
ートします。洗濯もでき、いろいろな枕に対応
できるよう調節も可能です。※写真は一例です
。※色はご指定できません。（提供）麻絲商会

さらったとした手触りで、吸水性と乾燥性抜群
の近江の麻100％を使ったハンカチです。※写真
は一例です。※色・柄はご指定できません。（
提供）麻絲商会

A45「近江ちぢみ」ボディタオル3枚
［高島屋選定品］

A46高反発座クッション「オフィス
クッション」［高島屋選定品］

A47布引焼マグカップ〈桜〉ペア［
高島屋選定品］

A48布引焼マグカップ〈木もれ陽〉
ペア［高島屋選定品］

近江ちぢみを使ったほどよい泡立ちとさっぱり
した洗い上がりが特徴で、背中やかかとがつる
つるになる麻のボディタオルです。※写真は一
例です。※色はご指定できません。（提供）麻
絲商会

三次元スプリング構造体ブレスエアー®を中芯に
採用した座クッション。高通気でお尻が蒸れず
快適。中芯も簡単に洗え、常に清潔に保てます
。（提供）爽快潔リビング

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・桜を表現したペアのマグカッ
プ。淡い色合いのグリーンとピンクを施したペ
アカップで癒しのひとときを。（提供）布引焼
窯元

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
たペアのマグカップ。コーヒータイムを一層美
味しく引き立ててくれます。（提供）布引焼窯
元

A49布引焼マグカップ〈フクロウ〉
ペア［高島屋選定品］

A50布引焼ティーカップセット〈三
毛猫〉［高島屋選定品］

A51布引焼ティカップセット〈オー
ロラ〉［高島屋選定品］

A52イ草ぞうり紳士用［高島屋選定
品］

淡く透明感のある布引焼独自の技法「七彩天目
」で、可愛らしいフクロウを描いたペアのマグ
カップ。コーヒータイムを楽しい癒しの時間に
してくれます。（提供）布引焼窯元

三毛猫の形をしたティーカップ＆ソーサー、そ
してティースプーンのセット。ティータイムを
楽しい癒しの時間にしてくれます。（提供）布
引焼窯元

淡く透明感のある布引焼独自の技法「七彩天目
」で、美しいオーロラを描いたティーカップ＆
ソーサーのセット。気軽なティータイムのひと
時を、ほんの少し贅沢に楽しめるカップセット
です。（提供）布引焼窯元

創業80年の確かな技術とこだわりの国産イ草を
使ったさらりとした履き心地のよい草履です。
（提供）畳増

A53イ草ぞうり婦人用［高島屋選定
品］

A54風鈴「湖響の風」［高島屋選定
品］

A55フラワーリース［高島屋選定品
］

a1近江牛ロース

創業80年の確かな技術とこだわりの国産イ草を
使ったさらりとした履き心地のよい草履です。
※鼻緒はイメージです。（提供）畳増

地域伝統産業の梵鐘づくり。その経験に裏付け
された金壽堂独自の製法で作られた風鈴です。
ガラスよりも深く、鉄よりもやわらかい独特の
音色と余韻を実現しました。（提供）金壽堂

地元の花農家が丹精込めて育てた季節のドライ
フラワーをメインにオリジナルのかわいいナチ
ュラルリースを手作りしてお届けします。※写
真はイメージです。（提供）あいとうマーガレ
ットステーション

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
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すき焼き用230g
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滋賀県

a2近江牛

しぐれ煮200g

a3大治郎

純米火入

1.8ℓ

a4特別純米近江龍門、純米近江龍門
（ギフトボックス）720ml×2

a5 ハニーライス白米
リ６㎏

東近江市

キヌヒカ

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。（提供）岩井亭

地元農家による契約栽培米の『吟吹雪』を使用
し、旨口のキレのある純米酒です。（提供）畑
酒造有限会社

近江の酒米と龍門の滝と同じ原水である愛知川
の伏流水で醸しました。 純米酒ならではのコ
クのある深い味わいです。（提供）近江酒造株
式会社

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。注文いただいてから精米します。（提供）
万葉の郷ぬかづか

a6びわこ産鮒寿し 子持ち真空パッ
ク入り（進物用箱付き）約25㎝×１

a7びわこ産鮒寿し 子持ちスライス
品真空パック入り約18㎝×2

a8鮒寿し子もち丸1本真空パック

a9天然ホンモロコの甘露煮約400g

琵琶湖の北で取れた天然鮒を当店伝統の手法で
塩切りし飯付けしています。骨も柔らかく臭み
もなく又栄養面でも優れ鮒寿しの持つ乳酸菌が
体によいです。（提供）塚本鮒寿し店

琵琶湖の北で取れた天然鮒を当店伝統の手法で
塩切りし飯付けしています。骨も柔らかく臭み
もなく又栄養面でも優れ鮒寿しの持つ乳酸菌が
体によいです。（提供）塚本鮒寿し店

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

伊庭内湖で獲れた天然ホンモロコを、東近江市
ホンモロコマイスターに登録された調理人が、
伝統的な調理法で甘露煮にしました。（提供）
鳥善

a10自家製スモークチキン8本

a11美湖母湖どら焼き20個

a12ホンモロコあめ煮

a13儀平みそ詰め合わせ6個入り

自家製野菜を使った特製の液に漬け込み、桜の
チップで燻した香ばしい香りと塩味の美味しい
スモークチキンです。（提供）美湖母湖

一つ一つ真心こめて作りました。あんこたっぷ
りで小ぶりの美湖母湖どら焼きです。色々おい
しい5種入（粒・こし・白・抹茶・甘栗）（提供
）美湖母湖

東近江市の大自然鈴鹿山脈の名水で育むホンモ
ロコ。懐かしい味をお楽しみください。（10月
から順次発送）（提供）山匠ホンモロコ養殖工
房

滋賀県産の大豆・米を使用した味噌4種類と甘糀
のセットです。完全手造り、天然醸造の風味を
お楽しみください。（提供）糀や儀平

a14お米のパン詰合せ

a15杵つき餅つめ合わせ

a16こんにゃく詰め合わせ

a17原木生椎茸1.5㎏

準備中
近江市糠塚町産環境こだわり米コシヒカリを精
米製粉して心をこめてこねあげたお米のパンで
す。ヘルシーなパンの詰合せです。（提供）万
葉の郷ぬかづか

東近江市糠塚町産のはぶたいもち米をきねでつ
いた切り餅の詰合せ。よくのびてとっても美味
です。（10月から順次発送）（提供）万葉の郷
ぬかづか

a18近江の麩

a19ミニボトル４本セット

丁子麩

湖東地方に古くから伝わり、煮込んでもとろけ
ないのですき焼きにぴったりです。無添加で植
物性タンパク質が豊富で低カロリーなので体に
優しい健康食品です。（提供）麩重商店

25213

永源寺名物 岡本の手作りこんにゃく詰め合わ
せです。味のしみの良い煮物用やさしみこんに
ゃくの歯ごたえをご賞味下さい。（提供）岡本
こんにゃく本舗

こだわりの原木栽培ですので、味、歯ごたえが
一味違います。和洋中、色々な料理に使えます
。お勧めはやっぱりバター焼きです。（提供）
特定非営利活動法人たけのこ

東近江市産の自社、有機、無農薬農法、にて栽
培したこだわりの唐がらし、料理人の隠し味と
してご利用いただいております。（提供）ヤマ
サン

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/の後に左の番号を入れていただくとこちらのお礼の品をご覧いただけます
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滋賀県

東近江市

20,000円以上30,000円未満の寄附でもらえる

B1東近江市の近江牛赤身スライス50
0g［高島屋選定品］

B2近江牛カルビ切り落とし１㎏［高
島屋選定品］

B3近江牛すき焼き用250g［高島屋選
定品］

B4近江牛しゃぶしゃぶ用250g［高島
屋選定品］

東近江市の湖東平野で水・飼料・環境・血統に
こだわり育てた自社牧場の近江牛です。赤身本
来の旨味が味わえ、冷めても美味しく召しあが
れます。(提供)中川畜産

肉じゃがや牛丼、しぐれ煮、すき焼きとしても
、またフライパンで焼いて焼肉としても楽しん
でいただけます。（提供）万葉

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやなか旨味をぜひご賞味くださ
い。（提供）能登川いろは精肉店

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやなか旨味をぜひご賞味くださ
い。（提供）能登川いろは精肉店

B5近江牛味噌漬（サーロイン・ヒレ
）270g［高島屋選定品］

B6特選近江牛ビフカツ80g×5［高島
屋選定品］

B7ぼたん鍋セット［高島屋選定品］

B8近江ネコ正宗KIN-UNNEKO・SHIRON
EKO・HACHIWARE720ml×6［高島屋…

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

外はカリッ！中はジューシー。万葉ビフカツ御
膳に提供している商品をご家庭でお召し上がり
いただけます。（提供）万葉

鈴鹿山系の天然猪肉と東近江産の根菜を香想庵
特製味噌だしでお召し上がりください。※画像
は盛り付けのイメージです。葉野菜・きのこ類
はついておりません。（提供）池田牧場田舎の
親戚香想庵

とにかくネコが好きで、とにかく日本酒が好き
。そんな蔵元がつくった日本酒です。すっきり
した味わいで冷やでも常温でもお楽しみいただ
けます。（提供）近江酒造

B9純米大吟醸・純米吟醸味わい満喫
720ml3本セット［高島屋選定品］

B10東近江市の地酒（大治郎・一博
）1,800ml2本セット［高島屋選定…

B11東近江市の地酒（喜楽長・大治
郎・一博・近江藤兵衛）［高島屋…

B12近江永源寺米食べ比べセット［
高島屋選定品］

吟醸酒の世界＝磨きの世界、その味わいのヴァ
リエーションを立体的にお楽しみいただける、4
0％磨き純米大吟醸、50％磨き純米大吟醸、55％
磨き辛口純米吟醸のセットです。（提供）喜多
酒造

東近江市の地酒蔵「畑酒造」、「中澤酒造」の
純米吟醸酒をセットにしました。※季節により
生酒・うすにごり・火入酒と内容が変更になる
場合がございます。（提供）大枡屋

東近江市の地酒蔵「喜多酒造」、「畑酒造」、
「中澤酒造」、「増本酒造」の純米酒・純米吟
醸酒をセットにしました。※季節により生酒・
うすにごり・火入酒と内容が変更になる場合が
ございます。（提供）大枡屋

鈴鹿の清らかな水と、自然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。（提供）
カネキチ

B13環境こだわり米魚のゆりかご水
田米「コシヒカリ」10㎏［高島屋…

B14滋賀県限定品種環境こだわり米
「みずかがみ」7.5kg×2［高島屋選
…

B15滋賀県限定品種環境こだわり米
「秋の詩」7.5kg×2［高島屋選定品
］

B16近江米食べ比べセット［高島屋
選定品］

びわ湖固有種の魚を田んぼで育て、環境にやさ
しい栽培方法で作られたコシヒカリです。環境
こだわり米に携わった方々は第46回日本農業賞
食の架け橋門で大賞を受賞しました。(提供)JA
グリーン近江ファーマーズきてか～な

滋賀県でしか栽培されていない「みずかがみ」
。冷めても美味しいお米をご賞味ください。「
みずかがみ」は平成27、28年度産米食味ランキ
ングで「特A」に輝いた銘柄です。（提供）JAグ
リーン近江ファーマーズきてか～な

滋賀県でしか栽培されていない「秋の詩」。大
粒で冷めても美味しいお米をご賞味ください。
（提供）JAグリーン近江ファーマーズきてか～
な

近江米の代表銘柄の食べ比べセットです。みす
かがみ・秋の詩・コシヒカリを詰合せました。
育成方法にもこだわった「環境こだわり米」で
す。（提供）JAグリーン近江ファーマーズきて
か～な

B17鮒寿し姿スライス子持ち2本［高
島屋選定品］

B18近江のお茶鈴鹿の恵み（缶入り
）セット［高島屋選定品］

B19ペア松花堂弁当付入館券（岩盤
欲利用券1回分付）［高島屋選定品
］

B20農家レストラン香想庵お食事券B
［高島屋選定品］

鮒本来の味わいいきる滋賀の名産鮒寿しです。
すぐにお召し上がりいただけるスライスしてお
届けします。(提供)村井水産

日本最古の茶所近江。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。香気豊かなで深い味わい
をお楽しみください。（提供）銘茶ますきち

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。季節の食材を使用した「松
花堂弁当」がついております。※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

農家レストラン「香想庵」でお使いいただける
お食事券です。※写真はイメージです。（提供
）池田牧場田舎の親戚香想庵
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滋賀県

東近江市

B21近江の麻「麻ケット」［高島屋
選定品］

B22「AromaVilla高反発枕低めタイ
プピローケース付」［高島屋選定…

B23「AromaVilla高反発枕標準タイ
プ」［高島屋選定品］

B24シニア犬用マット「ドッグケア
マットSサイズ」［高島屋選定品］

通気性、吸湿性、放湿性に優れた近江の麻を使
用した麻ケットです。さらさらと気持ちのよい
肌触りで、真夏のマストアイテムとして手放せ
ない1枚です。（提供）爽快潔リビング

三次元スプリング構造体ブレスエアー®を中芯に
使用した「自然な寝返り」を促進するメカニズ
ムを重視した枕です。専用のピローケースをセ
ットでご用意しました。（提供）爽快潔リビン
グ

「自然な寝返り」を促進するメカニズムを重視
した枕です。三次元スプリング構造体ブレスエ
アー®を中芯に使用しており、ソフトな反発弾性
で頭を優しく包み込みながら、しっかりとささ
えます。（提供）爽快潔リビング

三次元スプリング構造体ブレスエアー®を中芯に
使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、常に清潔に保てま
す。小型犬向けわんちゃんにお使いいただけま
す。（提供）爽快潔リビング

B25銘木小鉢ペア［高島屋選定品］

B26布引焼フクロウ・オブジェ〈市
福〉S［高島屋選定品］

B27布引焼フクロウ・オブジェ〈コ
キンメフクロウ〉［高島屋選定品］

B28布引焼フクロウ湯呑み5客組［高
島屋選定品］

木地師発祥の地である東近江市奥永源寺地域で
作られています。自然の木を使い木目を活かし
た実用性のある小鉢のペアです。ひとつひとつ
丁寧に手作りで作られています。（提供）筒井
ろくろ

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。飽きの来ない可愛らしさで愛さ
れています。（提供）布引焼窯元

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、今もローマ地方に生
息するコキンメフクロウの聡明な姿を表現しま
した。（提供）布引焼窯元

内側にフクロウの顔が付いた可愛らしい湯呑み
。飲む度に愛嬌のあるフクロウがこちらを向い
てティータイムを癒してくれます。（提供）布
引焼窯元

B29イ草ぞうり男女セット［高島屋
選定品］

B30ONEPIECEOFROCKORIGINALPCCASE
［高島屋選定品］

b1近江牛ロース

b2近江牛

創業80年の確かな技術とこだわりの国産イ草を
使い、履き心地のよい男女ペアの草履セットで
す。※婦人用の鼻緒をイメージです。（提供）
畳増

オリジナルの13.5ozデニム生地で作られたPCケ
ースです。裏地は迷彩柄のヘインボーンツイル
を使用。間にクッション材を入れることでPCを
保護します。※クッションはPCの安全を確約す
るものではありません。（提供）FORTYNINERS

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

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×２の包装でも可能です
。（提供）岩井亭

b3牛肉味噌漬け400g

b4特別純米 近江龍門、純米
龍門 1800ml×2

b5びわこ産鮒寿し 子持ち真空パッ
ク入り約25㎝×2（進物用箱付き）

b6鮒寿し子もち

ロース、ランプ、ヒレ等ステーキ用の部位を使
用した味噌漬けです。（提供）福永喜三郎商店

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のギフトBOX
です。（提供）近江酒造

琵琶湖の北で取れた天然鮒を当店伝統の手法で
塩切りし飯付けしています。骨も柔らかく臭み
もなく又栄養面でも優れ鮒寿しの持つ乳酸菌が
体に良いです。（提供）塚本鮒寿し店

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

b7イワナ生き活メ約1.8㎏

b8イワナの山椒煮12尾

b9イワナの燻製7尾

b10イワナの昆布巻き7尾

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から育てたイワ
ナです。（提供）池田養魚場

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

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から育てたイワ
ナの自家製燻製です。（提供）池田養魚場

愛知川上流須谷川で採卵、孵化から育てたイワ
ナの昆布巻きです。（提供）池田養魚場
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近江

すき焼き用400g
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しぐれ煮400g

真空パック２本
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滋賀県

東近江市

30,000円以上40,000円未満の寄附でもらえる

C1東近江市の近江牛ロース・赤身60
0g［高島屋選定品］

C2極上近江牛焼肉セット（モモ・バ
ラ）各400g［高島屋選定品］

C3極上近江牛モモスライス800g［高
島屋選定品］

C4近江牛味噌漬（サーロイン・ヒレ
）計400g［高島屋選定品］

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るお得なミックスとな
っております。（提供）中川畜産

赤身肉と脂身肉の両方を味わえるセットです。
（提供）万葉

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んでいただけます。脂の
苦手な方におすすめです。すき焼き、しゃぶし
ゃぶどちらでも召し上がっていただけます。（
提供）万葉

近江牛の中でも認定近江牛のサーロインとヒレ
だけを西京味噌で漬け込みました。（提供）岩
井亭

C5近江永源寺米食べ比べセット［高
島屋選定品］

C6志賀盛5升樽（陶器入）［高島屋
選定品］

C7喜楽長味わいいろいろ飲み比べ72
0ml6本セット［高島屋選定品］

C8東近江市の地酒（大治郎・一博・
喜楽長・薄櫻）720ml×5［高島屋…

鈴鹿の山の清らかな水と、自然豊かな恵みで育
った近江永源寺米は味と香りが自慢です。（提
供）カネキチ

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作り上げられた東近江
の銘酒です。（提供）近江酒造

東近江市の地酒「喜楽長」の地酒の世界を存分
にお楽しみいただける飲みくらべセットです。
※ラベルデザインが変更になる場合がございま
す。（提供）喜多酒造

東近江市の蔵元四社の大吟醸酒をセットにしま
した。すべて東近江市内での契約栽培による酒
米を高度に精米した大吟醸酒です。※季節によ
り生酒・うすにごり・火入酒と内容が変更にな
る場合がございます。（提供）大枡屋

C9東近江市の地酒720ml8本セット［
高島屋選定品］

C10鮒寿し姿スライス子持ち3本［高
島屋選定品］

C11炭火焼「匠」コースペアチケッ
ト［高島屋選定品］

C12近江商人の町並み見学と湖国料
理を楽しむ旅（ペア）［高島屋選…

東近江市の蔵元四社の大吟醸酒をセットにしま
した。すべて東近江市内での契約栽培による酒
米を高度に精米した大吟醸酒です。※季節によ
り生酒・うすにごり・火入酒と内容が変更にな
る場合がございます。（提供）大枡屋

鮒本来の味わいがいきる滋賀の名産鮒寿しです
。すぐにお召し上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

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

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していただきます。※有
効期限：発送から1年※所要時間：3時間※ご利
用除外日あり※ご利用に際し、事前予約が必要
となります。（主催）東近江市観光協会

C13「近江の麻」パッドシーツシン
グル［高島屋選定品］

C14シニア犬用マット「ドッグケア
マットMサイズ」［高島屋選定品］

C15木製薄盆栃
選定品］

C16木製薄盆欅径
選定品］

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。洗濯も可能ですので清潔にお使い
いただけます。（提供）麻絲商会

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

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

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

C17布引焼食器セット〈桜〉［高島
屋選定品］

C18布引焼食器セット〈木もれ陽〉
［高島屋選定品］

C19布引焼陶額〈フクロウ〉［高島
屋選定品］

C20小梵鐘「思安和世の鐘」（中）
［高島屋選定品］

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
食事をより一層美味しく引き立ててくれます。
（提供）布引焼窯元

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。お食事をより一層美味しく引き
立ててくれます。（提供）布引焼窯元

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

古来、梵鐘の音は場を清め、その響を聴く者は
一切の苦を逃れ、悟りに至る功徳を得られると
言われています。金壽堂だから出せる妙音を心
癒される日常生活に取り入れませんか。（提供
）金壽堂
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滋賀県

東近江市

C21半畳へりなし置き畳1枚［高島屋
選定品］

C22ONEPIECEOFROCKORIGINALUTILITY
BAG［高島屋選定品］

C23きぐみのつみきKUMINO42ピース/
18×18×18㎝［高島屋選定品］

C24MIOびわこ滋賀応援グッズT3［高
島屋選定品］

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

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）FORTYNINERS

東近江市永源寺産の杉で作られたつみきです。
木の香りとぬくもりを感じられる42ピースのセ
ットです。全てのピースが同じ形をしており、
自由に発想を広げて様々な作品をつくることが
できます。（提供）クミノ工房

東近江市の布引グリーンスタジアムをホームス
タジオとするJFL所属のMIOびわこ滋賀のホーム
ゲームご招待チケットのついた応援グッズです
。スタジアムで一緒に応援しませんか？（提供
）Mi-Oスポーツ

c1近江牛ロース

c2近江牛ミスジスライス600g

c3近江牛

c4大吟醸
入

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

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

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

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

c5ハニーライス白米

c6鮒寿し子持ち2本、スライス2個

すき焼き用600g

キヌヒカリ

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

しぐれ煮600g

錦藍、上撰

額田王磁器

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

40,000円以上50,000円未満の寄附でもらえる

D1「近江の麻」パッドシーツセミダ
ブル［高島屋選定品］

D2近江の麻「近江ちぢみ本麻敷きパ
ッド」〈シングル〉［高島屋選定…

D4シニア犬用マット「ドッグケアマ
ットDXMサイズ」［高島屋選定品］

D5布引焼合わせ花器〈桜〉［高島屋
選定品］

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お使
いいただけます。（提供）麻絲商会

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。ご家庭で
毎日洗濯できます。（提供）爽快潔リビング

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～大型犬にお使いいただけます。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

着物の襟合わせをイメージした雅な花器。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・桜を描いています。（提供）布引焼
窯元
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滋賀県

東近江市

D6布引焼フクロウ・オブジェ〈市福
〉Sペア［高島屋選定品］

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。ブルーとピンクのペアで飾って
ください。（提供）布引焼窯元

50,000円以上60,000円未満の寄附でもらえる

E1東近江市の特選近江牛ロースまた
は肩ロース800g［高島屋選定品］

E2極上近江牛ローススライス1kg［
高島屋選定品］

E3極上近江牛サーロインステーキ20
0g×4［高島屋選定品］

E4A5ランク近江牛サーロインステー
キ200g×3［高島屋選定品］

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。お口に中で広がる旨味が味わえ
ます。（提供）中川畜産

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
楽しんでいただけます。すき焼き、しゃぶしゃ
ぶどちらでもおいしく召し上がっていただけま
す。（提供）万葉

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んで
いただけます。（提供）万葉

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、
最高級の味を楽しんでいただけます。（提供）
万葉

E5〈月30セット限定〉A5近江牛シャ
トーブリアンステーキ［高島屋選…

E6近江牛すき焼き用・わりしたセッ
ト600g［高島屋選定品］

E7近江牛しゃぶしゃぶ用・ごまだれ
セット600g［高島屋選定品］

E8近江牛サーロインステーキ180g×
3［高島屋選定品］

ヒレ肉の中央部の最も太い部位をカットしたス
テーキです。ヒレ肉（約4kg）から600ｇ程度し
か取れない希少部位です。※月30セットとなり
ますので、お届けに時間がかかる場合がござい
ます。（提供）万葉

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやなか旨味をぜひご賞味くださ
い。（提供）能登川いろは精肉店

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやなか旨味をぜひご賞味くださ
い。（提供）能登川いろは精肉店

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやなか旨味をぜひご賞味くださ
い。（提供）能登川いろは精肉店

E9近江牛味噌漬雅（ヒレ）480g［高
島屋選定品］

E10近江牛味噌漬（サーロイン・ヒ
レ）計700g［高島屋選定品］

E11近江永源寺米食べ比べセット［
高島屋選定品］

E12大吟醸「錦藍」・近江ネコ正宗
セット720ml×9［高島屋選定品］

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

近江牛の中でも認定近江牛のサーロインとヒレ
だけを西京味噌で漬け込みました。（提供）岩
井亭

鈴鹿の山の清らかな水と、自然豊かな恵みで育
った近江永源寺米は味と香りが自慢です。（提
供）カネキチ

悠然と座す鈴鹿の雄峰を源流とする清流愛知川
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

25213

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/の後に左の番号を入れていただくとこちらのお礼の品をご覧いただけます

powered by ふるさとチョイス

滋賀県

東近江市

E13喜楽長味わいいろいろ飲みくら
べ1,800ml6本セット［高島屋選定…

E14東近江市の地酒（大治郎・一博
・喜楽長・薄櫻）［高島屋選定品］

E15東近江市の地酒720ml8本セット
［高島屋選定品］

E16近江のお茶鈴鹿の恵み充実セッ
ト［高島屋選定品］

東近江市の地酒「喜楽長」の地酒の世界を存分
にお楽しみいただける飲みくらべセットです。
※ラベルデザインが変更になる場合がございま
す。（提供）喜多酒造

東近江市の蔵元四社の大吟醸酒をセットにしま
した。※季節により。火入酒・生酒が変更にな
る場合がございます。※ラベルデザインが変更
になる場合がございます。（提供）大枡屋

東近江市の蔵元四社の大吟醸酒をセットにしま
した。※季節により。火入酒・生酒が変更にな
る場合がございます。※ラベルデザインが変更
になる場合がございます。（提供）大枡屋

日本最古の茶所近江。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

E17「近江ちぢみ」竹×麻パッチワ
ーク布団［高島屋選定品］

E18「近江の麻」パッドシーツダブ
ル［高島屋選定品］

E19「近江の麻」本麻生成掛布団［
高島屋選定品］

E20高反発敷布団「FOURSEASONSLimi
ted」シングル［高島屋選定品］

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
しくとっても軽いです。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

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お使
いいただけます。（提供）麻絲商会

近江の麻を使った、さらっとした手触りで吸水
性のいい麻の掛布団です。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。洗濯も
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

髙島屋と爽快潔リビングが共同で開発した限定
品モデル。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

E21近江の麻セット「近江ちぢみ本
麻敷パッド＋麻ケット」［高島屋…

E22シニア犬用マット「ドッグケア
マットDXLサイズ」［高島屋選定品
］

E23布引焼傘立て〈フクロウ〉［高
島屋選定品］

E24布引焼花器〈琵琶湖の桜〉［高
島屋選定品］

近江の麻を使用した通気性、吸湿性、放湿性に
優れた麻ケット・麻敷パッドです。麻ケットは
肌ざわりを重視したダブルガーゼ仕様。麻パッ
ドは「近江ちぢみ」加工を施しています。（提
供）爽快潔リビング

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。大型犬にお使いいただけます。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

布引焼は美しい手描きの絵付けが特徴です。ス
リムでコンパクトなサイズのフクロウの傘立て
。淡く透明感のある色合いが特徴の布引焼のシ
ンボル「フクロウ」の愛嬌のある表情が人気で
す。（提供）布引焼窯元

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花器。華や
かにお部屋を彩ります。（提供）布引焼窯元

E25布引焼抹茶椀〈桜〉［高島屋選
定品］

E26布引焼抹茶椀〈木漏れ日〉［高
島屋選定品］

E27小梵鐘「思安和世の鐘」（大）
［高島屋選定品］

E28半畳へりなし置き畳2枚［高島屋
選定品］

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

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

日本人の心の音色「梵鐘」を作り続ける金壽堂
。その職人技を活かし、手作りで作られた小梵
鐘。その音色は梵鐘のように独特な強弱のある
長い余韻を楽しんでいただけます。（提供）金
壽堂

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

E29ONEPIECEOFROCKORIGINALHELMETB
AGMIDIUM［高島屋選定品］

E30MIOびわこ滋賀レプリカユニフォ
ーム［高島屋選定品］

e1近江牛ロース

e2近江牛ロース

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。Aサイズのファイルが縦にも
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）F
ORTYNINERS

東近江市の布引グリーンスタジアムをホームス
タジオとするJFL所属のMIOびわこ滋賀のレプリ
カユニフォームです。※サイズは4サイズからお
選びください。（提供）Mi-Oスポーツ

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
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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
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滋賀県

e3近江牛

しぐれ煮1㎏

東近江市

e4近江牛すきやき用詰合せ1㎏

e5近江牛肩ローススライス800g

e6特別純米近江龍門ほか5種類720ml
×6、酒蔵見学

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

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

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

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

e7鮒寿し子持ち3本、スライス3個

e8イワナ生き活メ10尾、山椒煮15尾
、燻製5尾

e9イワナづくし食事券(3名様分）

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

日本初のイワナ養魚場で採卵、孵化から育てた
イワナです。活き活メ、山椒煮、燻製のセット
です。（提供）池田養魚場

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

60,000円以上75,000円未満の寄附でもらえる

F1ヒトミワイン飲み比べ12本セット
［高島屋選定品］

F2高反発敷布団「FOURSEASONSLimit
ed」セミダブル［高島屋選定品］

F3布引焼招き猫［高島屋選定品］

F4布引焼陶額〈黄昏に翔ぶ〉［高島
屋選定品］

ヒトミワイナリー特選の12本のセットです。※6
0セット限り（提供）ヒトミワイナリー

髙島屋と爽快潔リビングが共同で開発した限定
品モデル。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

可愛らしい陶器製の三毛猫があなたに福を招き
ます。（提供）布引焼窯元

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
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滋賀県

東近江市

75,000円以上100,000円未満の寄附でもらえる

G1高反発敷布団「FOURSEASONSLimit
ed」ダブル［高島屋選定品］

G2高反発敷布団「FOURSEASONSEX2」
シングル［高島屋選定品］

G3近江の麻「近江ちぢみ本麻肌掛布
団」［高島屋選定品］

G4布引焼尺皿〈琵琶湖の桜〉［高島
屋選定品］

髙島屋と爽快潔リビングが共同で開発した限定
品モデル。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

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

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

1尺（約30㎝）の皿に、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
桜を描きました。存在感のある飾り皿は華やか
にお部屋を彩ります。（飾り台付）（提供）布
引焼窯元

H3近江牛サーロインステーキ250ｇ
×5［高島屋選定品］

H4近江牛すき焼き用・わりしたセッ
ト1kg［高島屋選定品］

100,000円以上150,000円未満の寄附でもらえる

H1東近江市の特選近江牛
高島屋選定品］

頒布会［

H2極上近江牛
品］

頒布会［高島屋選定

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カ月お届けします。（提供）
中川畜産

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
。（提供）万葉

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやなか旨味をぜひご賞味くださ
い。（提供）能登川いろは精肉店

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやなか旨味をぜひご賞味くださ
い。（提供）能登川いろは精肉店

H5近江牛しゃぶしゃぶ用・ごまだれ
セット1kg［高島屋選定品］

H6近江牛味噌漬雅（ヒレ）960ｇ［
高島屋選定品］

H7近江永源寺米食べ比べ
高島屋選定品］

H8酒蔵見学と日本酒セット720ml×1
2、５升樽［高島屋選定品］

滋賀が誇る琵琶湖。それを取り巻く豊かな自然
。近江牛はそんな滋賀の自然と人間が育てた芸
術品です。舌でとろけるような肉質と口中に広
がる濃厚でまろやなか旨味をぜひご賞味くださ
い。（提供）能登川いろは精肉店

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

鈴鹿の山の清らかな水と、自然豊かな恵みで育
った近江永源寺米は味と香りが自慢です。５カ
月間お届けします。（提供）カネキチ

近江酒造は鈴鹿山脈の伏流水、当地産の酒米、
気候に恵まれ、酒造りには最高のコンディショ
ンです。特徴を最大限に活かし、芳醇美味な酒
を醸しています。※酒蔵見学に関しては日本酒
お届けの際にご案内します。（提供）近江酒造

H9鮒寿し子持ち桶入り［高島屋選定
品］

H10宿「八風別館」宿泊ペアチケッ
ト［高島屋選定品］

H11白洲正子かくれ里の世界木地師
のふるさとを訪ねる旅［高島屋選…

H12「近江ちぢみ」本麻ボーダー掛
け布団［高島屋選定品］

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美味しく
召し上がっていただけます。）（提供）村井水
産

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。※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

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。地元食材の昼食付きです。ペア
でのご利用です。※有効期限：発送から１年※
所要時間：4時間※ご利用除外月有 ※事前予約
が必要となります。（主催）東近江市観光協会

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。洗濯も可能ですので、清潔にお使いいただ
けます。（提供）麻絲商会
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東近江市

H13特選近江のちぢみセット（本麻
掛布団＋本麻敷パッドＳ）［高島…

H14高反発敷布団「FOURSEASONSEX2
」ダブル［高島屋選定品］

H15近江特選夏の敷布団セット［高
島屋選定品］

H16高反発敷布団「FOURSEASONSPREM
IUM」シングル［高島屋選定品］

近江の麻を使った掛布団と敷パッドをセットで
ご提供いたします。麻パッドはよこ糸に撚りを
かけて練りこむことで生まれる「近江ちぢみ」
独特のしぼり加工が施されています。（提供）
爽快潔リビング

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

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。近江の麻を使用した麻ケット
と近江ちぢみ本麻敷パッドをセットでご提供い
たします。近江の特選セットです。（提供）爽
快潔リビング

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

H17高反発敷布団「FOURSEASONSEX2
」ＳＤ・綿シーツ［高島屋選定品］

H18木製薄盆玉杢
屋選定品］

H19木製アクセサリーボックス檜（
ひのき)径約8㎝［高島屋選定品］

H20布引焼長皿〈春〉［高島屋選定
品］

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

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。※写真は一例です。（提供）君杢

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。※写真は一例です。（提供）君杢

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描き「春」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。（飾り台付）（提供）布引焼窯元

H21布引焼長皿〈夏〉［高島屋選定
品］

H22布引焼長皿〈秋〉［高島屋選定
品］

H23布引焼長皿〈冬〉［高島屋選定
品］

H24布引焼表札〈オーダーメイド〉
［高島屋選定品］

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
す風景を描き「夏」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。（飾り台付
）（提供）布引焼窯元

淡く透明感のある布引焼独自の技法「七彩天目
」で、澄んだ空気の中にダイナミックに輝く月
光を描き「秋」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。（飾り台付）（
提供）布引焼窯元

淡く透明感のある布引焼独自の技法「七彩天目
」で、落葉した樹々の枝に雪がしんしんと降り
積もる風景を描き「冬」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。（飾り
台付）（提供）布引焼窯元

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
は約20×30㎝です。最大サイズは30×30㎝です
。※名入れ・デザインはご指定できます。ご注
文後、ご希望を承ります。（提供）布引焼窯元

H25布引焼フクロウ・オブジェ〈市
福〉Ｌ［高島屋選定品］

H26半畳へりなし置き畳4枚［高島屋
選定品］

h1近江牛ロース

h2近江牛

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。あなたのお家の守り神に。（提
供）布引焼窯元

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

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

h3近江牛本ロース（リブロース）80
0g、近江牛赤身スライス700g

h4近江牛サーロイン炙り焼き1.2㎏

リブロースは牛肉本来の味をお楽しみいただけ
ます。赤身はあっさりした中にもしっかりした
旨みのある赤身肉です。（提供）佐乃屋精肉店

霜降りの脂の甘みをお楽しみください。ご家庭
でも料理しやすい厚みでカットしています。（
提供）佐乃屋精肉店

25213

径約30㎝［高島

すき焼き用２㎏

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/の後に左の番号を入れていただくとこちらのお礼の品をご覧いただけます

しぐれ煮2㎏

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

powered by ふるさとチョイス

滋賀県

東近江市

150,000円以上200,000円未満の寄附でもらえる

I1高反発敷布団「FOURSEASONSPREMI
UM」ダブル［高島屋選定品］

I2高反発敷布団「FOURSEASONSPREMI
UM」ＳＤ・綿シーツ［高島屋選定…

I3布引焼陶人形［高島屋選定品］

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

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

淡く透明感のある布引焼独自の技法「七彩天目
」で彩られた陶器製人形は、柔らかな表情で安
らぎを感じさせます。（飾り台付）（提供）布
引焼窯元

200,000円以上300,000円未満の寄附でもらえる

J1東近江市の特選近江牛
高島屋選定品］

頒布会［

J2近江牛すき焼き用・しゃぶしゃぶ
用 頒布会［高島屋選定品］

J3近江永源寺米食べ比べ
高島屋選定品］

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カ月お届けします。（提供）中
川畜産

近江牛は滋賀の豊かな自然と人間が育てた芸術
品。舌でとろけるような肉質と口中に広がる濃
厚でまろやなか旨味をぜひご賞味ください。2カ
月お届けします。（提供）能登川いろは精肉店

鈴鹿の山の清らかな水と、自然豊かな恵みで育
った近江永源寺米は味と香りが自慢です。4カ月
間お届けします。（提供）カネキチ

J5布引焼陶額〈琵琶湖の桜〉［高島
屋選定品］

j1近江牛ロース

j2近江牛

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パノラマサイズに
描いた陶板を和風に額装。雅にお部屋を演出し
ます。（提供）布引焼窯元

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

25213

すき焼き用計４㎏

頒布会［

J4布引焼花器〈桜〉［高島屋選定品
］

どっしりとした存在感のある花器に、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・桜を描きました。（提供）布引焼窯元

しぐれ煮4㎏

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

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/の後に左の番号を入れていただくとこちらのお礼の品をご覧いただけます
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滋賀県

東近江市

300,000円以上500,000円未満の寄附でもらえる

K1近江牛すき焼き用・しゃぶしゃぶ
用・焼肉用 頒布会［高島屋選定…

K2頒布会近江牛ヒレ三昧［高島屋選
定品］

K3近江永源寺米食べ比べ
高島屋選定品］

近江牛は滋賀の豊かな自然と人間が育てた芸術
品。舌でとろけるような肉質と口中に広がる濃
厚でまろやなか旨味をぜひご賞味ください。3カ
月お届けします。（提供）能登川いろは精肉店

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
月にわたってご賞味いただけます。（提供）岩
井亭

鈴鹿の山の清らかな水と、自然豊かな恵みで育
った近江永源寺米は味と香りが自慢です。10カ
月間お届けします。（提供）カネキチ

国産繭から1枚1枚手引きして作られた真綿を、
麻不織布で包みこみました。それを、近江に根
づいた独特の晒技法に加え、揉込め自然仕上げ
をした近江ガーゼの側地で布団に仕上げました
。（提供）麻絲商会

K5国産近江真綿ガーゼ布団ピンク［
高島屋選定品］

K6布引焼陶額〈太陽からの風〉［高
島屋選定品］

K7布引焼フクロウ・オブジェ〈市福
〉原寸［高島屋選定品］

k1近江牛ロース

国産繭から1枚1枚手引きして作られた真綿を、
麻不織布で包みこみました。それを、近江に根
づいた独特の晒技法に加え、揉込め自然仕上げ
をした近江ガーゼの側地で布団に仕上げました
。（提供）麻絲商会

オーロラを陶器の世界で表現した布引焼作家小
嶋太郎の集大成シリーズ「太陽からの風」の陶
額。大空に輝く、遥か宇宙からのメッセージ。
（提供）布引焼窯元

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」の原寸
大。あなたのお家の守り神に。（提供）布引焼
窯元

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3回
に分けてお送りします。（提供）大道精肉店

k2近江牛

k3近江牛ヒレ肉１本3㎏～4㎏

L4木製薄盆梻ちぢみ
島屋選定品］

しぐれ煮6㎏

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

頒布会［

K4国産近江真綿ガーゼ布団ブルー［
高島屋選定品］

すき焼き用計５㎏

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

500,000円以上1,000,000円未満の寄附でもらえる

L1頒布会近江牛ヒレ三昧ダブル［高
島屋選定品］

L2東近江市の恵みプレミアムツアー
（ペア）［高島屋選定品］

L3木製盆欅玉杢
選定品］

近江牛の最高級部位であるヒレを贅沢に2本使用
しました。大変まろやかで芳醇な風味を3カ月に
わたってご賞味いただけます。（提供）岩井亭

一泊二日のスケジュールでご希望に沿った東近
江市の見所を案内するハーフメードツアーです
。※有効期限：発送から1年※所要時間：一泊二
日※ご利用除外日有※ご利用に際し、事前予約
が必要となります。（主催）東近江市観光協会

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。塗装など一切せず、
木が持つ自然の光沢をそのままに仕上げていま
す。写真の光具合により色の見え方が実際の商
品と異なる場合があります。（提供）君杢

25213

径約37㎝［高島屋

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/の後に左の番号を入れていただくとこちらのお礼の品をご覧いただけます

径約40㎝［高

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。写真の光具合により色の見え方が実際の商
品と異なる場合があります。（提供）君杢

powered by ふるさとチョイス

滋賀県

L5木製茶盆栃ちぢみ
島屋選定品］

径約48㎝［高

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。塗装など一切せず、
木が持つ自然の光沢をそのままに仕上げていま
す。写真の光具合により色の見え方が実際の商
品と異なる場合があります。（提供）君杢

l1近江牛ロース

東近江市

L6布引焼陶額〈黄昏に翔ぶ〉［高島
屋選定品］

L7布引焼陶額〈猫〉［高島屋選定品
］

L8布引焼陶額〈琵琶湖の桜〉［高島
屋選定品］

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

淡く透明感のある布引焼独自の技法「七彩天目
」で、可愛らしい2匹の猫を描いた陶板を額装し
た壁飾り。猫はレリーフで立体的に表現されて
いて、見飽きることがありません。（提供）布
引焼窯元

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4枚組の陶板
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

すき焼き用計10㎏

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3回
に分けてお送りします。（提供）大道精肉店

1,000,000円以上の寄付でもらえる

M1近江牛ロース三昧ロース10㎏、サ
ーロイン5㎏［高島屋選定品］

M2木製茶盆楠コブ径約44㎝［高島屋
選定品］

M3木製茶盆楓コブ径約37㎝［高島屋
選定品］

M4布引焼花器〈琵琶湖の桜〉［高島
屋選定品］

コクと甘みが濃厚なリブロースはすき焼きで。
近江牛の最高位に君臨するサーロインはステー
キで。まろやかで芳醇な風味を贅沢に堪能でき
るセットです。（提供）岩井亭

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。塗装など一切せず、
木が持つ自然の光沢をそのままに仕上げていま
す。写真の光具合により色の見え方が実際の商
品と異なる場合があります。（提供）君杢

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。塗装など一切せず、
木が持つ自然の光沢をそのままに仕上げていま
す。写真の光具合により色の見え方が実際の商
品と異なる場合があります。（提供）君杢

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大型の花器
。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

M5布引焼陶額〈琵琶湖の桜〉［高島
屋選定品］

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
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