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茨城県 結城市

[№5802-0299]黒毛和牛厳選赤身
ブロック600g

10,000円 (10,000ポイント)

厳選赤身ブロック２個で600g
真空パック凍結

[№5802-0804]黒毛和牛切り落と
し1.8kg300g×6

13,000円 (13,000ポイント)

国産黒毛和牛切り落とし（ロー
ス･バラ･うで･モモ部位使用）
300g×6パック冷凍

[№5802-0301]黒毛和牛霜降りス
ライス500g

15,000円 (15,000ポイント)

国産黒毛和牛霜降スライス500g

[№5802-0344]黒毛和牛ロースス
テーキ約250g×2枚

15,000円 (15,000ポイント)

黒毛和牛ロースステーキ（250
ｇ前後の計500ｇ）
真空パック凍結段ボール梱包

[№5802-0345]黒毛和牛味付きス
ライス2kg

16,000円 (16,000ポイント)

国産黒毛和牛味付スライス2kg

[№5802-0368]茨城県結城産国産
牛焼肉用

17,000円 (17,000ポイント)

茨城県産国産牛焼肉用600g入り
部位はおまかせ詰め合わせ（リ
ブロース、バラ、肩、もも）

[№5802-0367]茨城県結城産国産
牛すき焼き用

17,000円 (17,000ポイント)

茨城県産国産牛すき焼き用600g
入り
部位はおまかせ詰め合わせ（リ
ブロース、肩ロース、肩、もも
）

[№5802-0366]茨城県結城産国産
牛ステーキ用

20,000円 (20,000ポイント)

茨城県産国産牛ステーキ用
1枚200g×3枚入り
部位はおまかせ詰め合わせ（サ
ーロイン、ミスジ、リブロース
、ザブトン）

[№5802-0375]黒毛和牛「常陸牛
」肩ロース焼肉用680g

30,000円 (30,000ポイント)

茨城県産黒毛和牛「常陸牛」肩
ロース部位約600g

[№5802-0346]黒毛和牛霜降りス
ライス1kg

30,000円 (30,000ポイント)

国産黒毛和牛霜降スライス1kg
（500gを2パック）
段ボール梱包

[№5802-0374]黒毛和牛「常陸牛
」肩ロースすき焼き用680g

30,000円 (30,000ポイント)

茨城県産黒毛和牛「常陸牛」肩
ロース部位約680g

[№5802-0376]黒毛和牛「常陸牛
」ロースすき焼き用600g

30,000円 (30,000ポイント)

茨城県産黒毛和牛「常陸牛」ロ
ース部位約600g
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茨城県　結城市

[№5802-0378]黒毛和牛「常陸牛
」ロースステーキ用750g

40,000円 (40,000ポイント)

茨城県産黒毛和牛「常陸牛」ロ
ース部位ステーキ約750g（3枚
）

[№5802-0377]黒毛和牛「常陸牛
」ロースすき焼き用750g

40,000円 (40,000ポイント)

茨城県産黒毛和牛「常陸牛」ロ
ース部位約750g

[№5802-0379]黒毛和牛「常陸牛
」モモ又は肩すき焼き用1kg

40,000円 (40,000ポイント)

茨城県産黒毛和牛「常陸牛」モ
モ又は肩部位約1kg

[№5802-0380]黒毛和牛「常陸牛
」肩ロースすき焼き用850g

40,000円 (40,000ポイント)

黒毛和牛「常陸牛」肩ロースす
き焼き用約850g

[№5802-0381]黒毛和牛「常陸牛
」ロースステーキ用1kg

50,000円 (50,000ポイント)

茨城県産黒毛和牛「常陸牛」ロ
ース部位ステーキ約1kg（3～4
枚）

[№5802-0382]黒毛和牛「常陸牛
」すき焼き用1kg

50,000円 (50,000ポイント)

茨城県産黒毛和牛「常陸牛」ロ
ース部位約1kg

[№5802-0383]黒毛和牛「常陸牛
」モモ又は肩すき焼き用1.3kg

50,000円 (50,000ポイント)

茨城県産黒毛和牛「常陸牛」モ
モ又は肩部位約1.3kg

[№5802-0716]茨城県産豚肩ロー
スしゃぶしゃぶ1.5kg500g×3パ
ック

10,000円 (10,000ポイント)

茨城県産豚肩ロースしゃぶしゃ
ぶ用1.5kg（500g×3パック）

[№5802-0501]茨城県産豚小間切
ひき肉計2kg各5パック×200g

10,000円 (10,000ポイント)

小間切200g×5パック
ひき肉200g×5パック
合計10パック2.0kg

[№5802-0500]茨城県産豚ロース
3.8kg〜5kgブロックを2分割でお
届け

27,000円 (27,000ポイント)

茨城県産豚ロースを1本分約3.8
kg～5kg前後を2分割し、それぞ
れ真空パックにしてお送りしま
す。

[№5802-0309]こだわり栽培米コ
シヒカリ5kg【たての米店】

10,000円 (10,000ポイント)

茨城県産コシヒカリ(自家精米)
1袋5kg

[№5802-0810]田中糀店のコシヒ
カリ5kgと糀1.2kg（600g入×2袋
）セット

10,000円 (10,000ポイント)

令和4年産茨城県結城市産コシ
ヒカリ：1袋5kg入（精米）
糀：1袋600g入×2袋（計1.2kg
）外箱入
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茨城県　結城市

[№5802-0503]こだわり栽培玄米
コシヒカリ5kg【たての米店】

10,000円 (10,000ポイント)

茨城県産コシヒカリ玄米1袋5kg

[№5802-0504]人気米3種セット(
2箱)コシヒカリミルキークイー
ン【たての米店】

10,000円 (10,000ポイント)

・内容量各300g
・素材精米
・原産地茨城県

[№5802-0509]厳選米ミルキーク
イーン5kg【たての米店】

10,000円 (10,000ポイント)

・内容量5kg
・素材精米
・原産地茨城県

[№5802-0506]茨城県推奨米福丸
5kg【たての米店】

10,000円 (10,000ポイント)

・内容量5kg
・素材精米
・原産地茨城県

[№5802-0310]こだわり栽培米コ
シヒカリ10kg【たての米店】

15,000円 (15,000ポイント)

茨城県産コシヒカリ(自家精米)
1袋10kg

[№5802-0507]茨城県推奨米福丸
10kg【たての米店】

15,000円 (15,000ポイント)

・内容量10kg
・素材精米
・原産地茨城県

[№5802-0510]厳選米ミルキーク
イーン10kg【たての米店】

17,000円 (17,000ポイント)

・内容量10kg
・素材精米
・原産地茨城県

[№5802-0505]茨城県推奨玄米福
丸5kg【たての米店】

10,000円 (10,000ポイント)

・内容量5kg
・素材玄米
・原産地茨城県

[№5802-0508]厳選玄米ミルキー
クイーン5kg【たての米店】

10,000円 (10,000ポイント)

・内容量5kg
・素材玄米
・原産地茨城県

[№5802-0616]奇跡の健康食セッ
ト（国産金ゴマ＆黒ゴマ＋国産
もち麦「キラリモチ」）

10,000円 (10,000ポイント)

①金ゴマ70g②黒ゴマ70g③キラ
リモチ500g×1袋：①～③茨城
県結城市産

[№5802-0488]ばくtoPanティー
タイムセット

10,000円 (10,000ポイント)

夢ブレッド1斤・リングマフィ
ンいちご2個・リングマフィン
アーモンド2個・シナモンデニ
ッシュ2個・幻のクイニーアマ
ン2個・ブールドネージュ2個入

[№5802-0489]ばくtoPanのデニ
ッシュLoverセット

10,000円 (10,000ポイント)

夢ブレッド1斤、シナモンデニ
ッシュ2個、ガトー・オ・レザ
ン2個、クロワッサン1個、幻の
クイニーアマン1個、りんごデ
ニッシュ1個、チョコチップロ
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茨城県　結城市

[№5802-0490]ばくtoPanのバラ
エティセットA

10,000円 (10,000ポイント)

夢ブレッド1斤・シナモンデニ
ッシュ2個・さつまいもゴマブ
レッド・クルミはちみつミルク
パン・クロワッサン・クルミバ
レンシア・塩パン2個・サクサ

[№5802-0491]ばくtoPanのバラ
エティセットB

10,000円 (10,000ポイント)

夢ブレッド1斤・シナモンデニ
ッシュ2個・チョコクロワッサ
ン3個入・ジャムパン・メロン
パン・デニッシュロール・リン
グマフィンアーモンド・クルミ

[№5802-0610]【茨城名産】紅は
るか干し芋320g×2袋セット

9,000円 (9,000ポイント)

原材料：茨城県産さつまいも
内容量：320g×2袋
製造地：茨城県結城市

[№5802-0611]【茨城名産】紅は
るか干し芋320g×3袋セット

13,000円 (13,000ポイント)

原材料：茨城県産さつまいも
内容量：320g×3袋
製造地：茨城県結城市

[№5802-0761]黄色いフルーツト
マト「ティポ」＆カラフルトマ
トMIX計1.8kg（1箱）

10,000円 (10,000ポイント)

茨城県結城市産フルーツトマト
「ティポ」900g＆カラフルトマ
トMIX900gバラ詰め計1.8kg（1
箱）

[№5802-0765]中玉フルーツトマ
ト「ゼッピン娘」1.8kg（1箱）

10,000円 (10,000ポイント)

茨城県結城市産フルーツトマト
「ゼッピン娘（華おとめ）」バ
ラ詰め1.8kg（1箱）

[№5802-0766]中玉フルーツトマ
ト「ゼッピン娘」900g・カラフ
ルトマトMIX900g計1.8kg（1箱）

10,000円 (10,000ポイント)

茨城県結城市産フルーツトマト
「ゼッピン娘（華おとめ）」90
0g・カラフルトマトMIX900gバ
ラ詰め計1.8kg（1箱）

[№5802-0760]パリッと食感の黄
色いフルーツトマト「ティポ」1
.8kg（1箱）

11,000円 (11,000ポイント)

茨城県結城市産フルーツトマト
「ティポ」バラ詰め1.8kg（1箱
）

[№5802-0763]中玉フルーツトマ
ト「ゼッピン娘」1.8kg×2箱（
計3.6kg）

17,000円 (17,000ポイント)

茨城県結城市産フルーツトマト
「ゼッピン娘（華おとめ）」バ
ラ詰め1.8kg×2箱（計3.6kg）

[№5802-0764]中玉フルーツトマ
ト「ゼッピン娘」＆カラフルト
マトMIX1.8kg×各1箱（計3.6kg

18,000円 (18,000ポイント)

茨城県結城市産フルーツトマト
「ゼッピン娘（華おとめ）」1.
8kg×1箱、カラフルトマトMIX1
.8kg×1箱バラ詰め（計3.6kg）

[№5802-0578]【水川商店謹製】
ピーナツ豆菓子4種セット（大柿
・ココア・チーズ・味付き）

9,000円 (9,000ポイント)

内容量：チーズピーナツ150g1
袋ココアピーナツ150g1袋大柿
ピーナツ150g1袋味付ピーナツ1
60g1袋

[№5802-0869]【水川商店謹製】
大柿ピーナツ5袋セット（計750g
）

10,000円 (10,000ポイント)

内容量：150g×5袋（計750g）
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茨城県　結城市

[№5802-0236]茨城名産落花生5
本セット（大柿・ココア・白糖
・味付・さや付き）

15,000円 (15,000ポイント)

大柿150gココア220g味付き190g
白糖210gさや付き130g

[№5802-0790]つむぎの郷発祥！
クラフトビールおまかせ5本セッ
ト

10,000円 (10,000ポイント)

クラフトビール330ml×おまか
せ5本

[№5802-0789]つむぎの郷発祥！
クラフトビールおまかせ6本セッ
ト

13,000円 (13,000ポイント)

クラフトビール330ml×おまか
せ6本

[№5802-0615]【株式会社結城麦
酒】ビールの縁側つむぎの郷発
祥！クラフトビール3L（専用…

21,000円 (21,000ポイント)

・ゆうきスタイルIPA3リットル
樽×1※樽サイズ：高さ25cm×
直径17cm
（こちらは追加用樽のみです、
ポンプが無いと中身を注げませ

[№5802-0614]【株式会社結城麦
酒】ビールの縁側つむぎの郷発
祥！クラフトビール3L+専用ポ…

30,000円 (30,000ポイント)

・ゆうきスタイルIPA3リットル
樽×1※樽サイズ：高さ25cm×
直径17cm
・樽生用専用ポンプ×1（ポン
プが無いと中身を注げません）

[№5802-0786]つむぎの郷発祥！
クラフトビール24本おまかせセ
ット（6種類各4本）

50,000円 (50,000ポイント)

ビール330ml×24本（おまかせ6
種類×4本）

[№5802-0787]【定期便4回】つ
むぎの郷発祥！クラフトビール
おまかせ6本セット

50,000円 (50,000ポイント)

クラフトビール330ml×おまか
せ6本×4回
ご入金確認後の翌月より1ヶ月
おきに4回お届けいたします。

[№5802-0788]【定期便6回】つ
むぎの郷発祥！クラフトビール
おまかせ6本セット

75,000円 (75,000ポイント)

クラフトビール330ml×おまか
せ6本×6回
ご入金確認後の翌月より1ヶ月
おきに6回お届けいたします。

[№5802-0805]【期間限定】武勇
純米吟醸しぼりたて720ml

7,000円 (7,000ポイント)

純米吟醸しぼりたて720ml×1本
アルコール度数：15度以上16度
未満
原材料：米、米麹

[№5802-0239]武勇辛口純米1.8L

10,000円 (10,000ポイント)

日本酒×1.8L

[№5802-0240]武勇大吟醸720ml

15,000円 (15,000ポイント)

日本酒×720ml

[№5802-0473]武勇大吟醸1.8L

27,000円 (27,000ポイント)

大吟醸1.8L
原材料：米，米麹
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茨城県　結城市

[№5802-0587]【秋葉糀味噌醸造
】あまざけセット

10,000円 (10,000ポイント)

冷凍あまざけ500g×4

[№5802-0474]武勇米麹のノンア
ルコール甘酒720ml×3本（糖類
・保存料無添加）

11,000円 (11,000ポイント)

米麹甘酒720ml×3本
原材料：米，米麹

[№5802-0767]桑の実ジュース「
結の桑」濃厚タイプ360g×1本（
無添加無加糖）

8,000円 (8,000ポイント)

桑の実ジュース【濃厚タイプ】
360g×1本レシピ集付き
原材料：結城市産桑の実100％

[№5802-0769]桑の実ジュース「
結の桑」あっさりタイプ360g×1
本（無添加無加糖）

8,000円 (8,000ポイント)

桑の実ジュース【あっさりタイ
プ】360g×1本レシピ集付き
原材料：結城市産桑の実100％

[№5802-0847]桑の実クラフトコ
ーラ「結の桑」240g×1本

9,000円 (9,000ポイント)

桑の実クラフトコーラ「結の桑
」240g×1本4倍希釈
結城市産桑の実100％使用

[№5802-0768]桑の実ジュース「
結の桑」濃厚タイプ360g×2本（
無添加無加糖）

15,000円 (15,000ポイント)

桑の実ジュース【濃厚タイプ】
360g×2本（計720g）レシピ集
付き
原材料：結城市産桑の実100％

[№5802-0770]桑の実ジュース「
結の桑」あっさりタイプ360g×2
本（無添加無加糖）

15,000円 (15,000ポイント)

桑の実ジュース【あっさりタイ
プ】360g×2本（計720g）レシ
ピ集付き
原材料：結城市産桑の実100％

[№5802-0771]桑の実ジュース「
結の桑」あっさりタイプ＆濃厚
タイプ360g×各1本（無添加無…

15,000円 (15,000ポイント)

桑の実ジュース【あっさりタイ
プ】＆【濃厚タイプ】360g×各
1本（計720g）レシピ集付き
原材料：結城市産桑の実100％

[№5802-0848]桑の実クラフトコ
ーラ「結の桑」240g×3本

27,000円 (27,000ポイント)

桑の実クラフトコーラ「結の桑
」240g×3本（計720g）4倍希釈
結城市産桑の実100％使用

[№5802-0849]桑の実クラフトコ
ーラ「結の桑」240g×6本

54,000円 (54,000ポイント)

桑の実クラフトコーラ「結の桑
」240g×6本（計1440g）4倍希
釈
結城市産桑の実100％使用

[№5802-0758]クラフトコーラス
パイス＋アレンジスパイスセッ
ト

19,000円 (19,000ポイント)

・クラフトコーラスパイス5g×
5包・金の太陽花椒20g・ヒハツ
パウダー30g・馬告（マーガオ
）20g・燻製黒コショウ30g・黒
コショウパウダー100g・しょう

[№5802-0555]【たちかわ結城店
】栗のフィナンシェ結ゆい6個入

7,000円 (7,000ポイント)

茨城県産栗、清酒結ゆいを使用
しています。
6個箱入り
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茨城県　結城市

[№5802-0772]【アルチザン・パ
ティシエ・イタバシ】焼き菓子
ギフトセット

9,000円 (9,000ポイント)

焼き菓子各1個ずつ計10個化粧
箱入り
フィナンシェ、マドレーヌ抹茶
、マドレーヌレモン、フルーツ
パウンドなど

[№5802-0492]ばくtoPanの洋菓
子セット

10,000円 (10,000ポイント)

シュガーラスク（100g×2袋）
・くるみラスク（100g×2袋）
・ガーリックラスク（100g×2
袋）・ブールドネージュ（5個
入×1袋）

[№5802-0778]【たちかわ結城店
】栗のフィナンシェ結ゆい12個
入

12,000円 (12,000ポイント)

茨城県産の栗、清酒結ゆいを使
用しています。
12個箱入り

[№5802-0493]【アルチザン・パ
ティシエ・イタバシ】絹フロマ
ージュ

10,000円 (10,000ポイント)

チーズケーキ5号（直径約15セ
ンチ）
週5台限定

[№5802-0780]【真盛堂】結城名
物・手づくりゆでまんじゅう（1
5個入り）

7,000円 (7,000ポイント)

冷凍ゆでまんじゅう15個

[№5802-0851]【富士峰菓子舗】
ゆでまんじゅう・シャインマス
カット大福詰め合わせ（計12…

8,000円 (8,000ポイント)

シャインマスカット大福×8個
ゆでまんじゅう×4個（こしあ
ん×2個・つぶあん×2個）

[№5802-0850]【富士峰菓子舗】
シャインマスカット大福12個入

8,000円 (8,000ポイント)

シャインマスカット大福×12個

[№5802-0852]【富士峰菓子舗】
ゆでまんじゅう・シャインマス
カット大福・カフェオレ大福…

9,000円 (9,000ポイント)

シャインマスカット大福×5個
・カフェオレ大福×5個・ゆで
まんじゅう×5個（こしあん×2
個・つぶあん×3個）

[№5802-0781]【真盛堂】結城名
物・手づくりゆでまんじゅう（3
0個入り）

10,000円 (10,000ポイント)

冷凍ゆでまんじゅう30個（15個
入り×2箱）

[№5802-0285]天下三名槍「御手
杵の槍」の鞘をイメージした焼
菓子御手杵

10,000円 (10,000ポイント)

御手杵(45g)20個化粧箱入り
結城紬のコースター1枚付き

[№5802-0779]【真盛堂】ひんや
りもちもちカフェオーレ大福＆
ぷりん大福詰合せ（16個入り）

10,000円 (10,000ポイント)

カフェオーレ大福×8個、ぷり
ん大福×8個
化粧箱入り
結城紬のコースター1枚付き

[№5802-0557]【たちかわ結城店
】結城最中10個入

7,000円 (7,000ポイント)

粒あん最中×10個
化粧箱入り
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茨城県　結城市

[№5802-0773]【たちかわ結城店
】つむぎの里10個入

8,000円 (8,000ポイント)

黒糖どら×3個・抹茶どら×3個
・栗きんとんどら×4個
化粧箱入り

[№5802-0775]【たちかわ結城店
】特選どら焼10個入

8,000円 (8,000ポイント)

粒あん×5個・手亡豆あん×5個
化粧箱入り

[№5802-0782]【真盛堂】こだわ
り和菓子詰め合わせ

10,000円 (10,000ポイント)

ゆでまんじゅう×5個・カフェ
オーレ大福×3個・ぷりん大福
×2個・御手杵×3個・みるくま
んじゅう×3個・華紬（きみ餡
）×3個・華紬（コーヒー餡）

[№5802-0783]【富士峰菓子舗】
結城の美味しい味力（みりょく
）満載

10,000円 (10,000ポイント)

桑の里まんじゅう3個・寒天ゼ
リー桑の実4個・結城の華5個・
生クリーム入り冷凍大福8個[計
20個]

[№5802-0784]【富士峰菓子舗】
御手杵ようかんと、マルベリー
「桑」三昧

10,000円 (10,000ポイント)

御手杵ようかん（緑茶3個、練
りようかん1個、塩ようかん1個
）・桑の里まんじゅう3個・桑
摘みサブレ3枚・寒天ゼリー桑
の実3個・桑の実ジャム1個・桑

[№5802-0774]【たちかわ結城店
】つむぎの里15個入

11,000円 (11,000ポイント)

黒糖どら×5個・抹茶どら×5個
・栗きんとんどら×5個
化粧箱入り

[№5802-0776]【たちかわ結城店
】特選どら焼15個入

11,000円 (11,000ポイント)

粒あん×9個
手亡豆あん×6個
化粧箱入り

[№5802-0777]【たちかわ結城店
】結城最中15個入

11,000円 (11,000ポイント)

粒あん最中×15個
化粧箱入り

[№5802-0207]結城の味詰合せセ
ット

15,000円 (15,000ポイント)

冷凍大福(シャインマスカット5
個・カフェオレ3個・抹茶大福2
個)・まゆげった生どら焼4個・
寒天ゼリー桑の実4個・桑の里5
個・結城の華5個

[№5802-0486]【とんかつなかお
】特選レトルトカレー6食セット
国産豚肉使用

10,000円 (10,000ポイント)

レトルトカレー200g×6袋（化
粧箱入り）
国産豚肉使用

[№5802-0886]日本一食堂人気メ
ニュー4種セット

11,000円 (11,000ポイント)

もつ煮300g・生姜焼き250g・ニ
ラレバ280g～320g・ミックスホ
ルモン220g各1パック、合計約1
kg国産豚もつ・豚もも肉・豚レ
バー使用

[№5802-0785]【金太郎ラーメン
】バラエティーセット（餃子・
餃子まん・チャーシュー・も…

12,000円 (12,000ポイント)

餃子まん2個・餃子10個・もつ
煮約450g・チャーシュー約300g
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茨城県　結城市

[№5802-0885]日本一食堂もつ煮
5個セット（300g×5パック）

12,000円 (12,000ポイント)

もつ煮300g×5パック（計1.5kg
）豚もつ（国産）使用

[№5802-0667]カレー6袋入詰合
せ(ビーフカレー・黒豚カレー・
チキンカレー各2袋)

12,000円 (12,000ポイント)

ビーフカレー、黒豚カレー、チ
キンカレー各200g各2袋合計6袋
(6食分)

[№5802-0829]カレースパイス基
本の3種セット100g×3袋

5,000円 (5,000ポイント)

ターメリックパウダー・クミン
パウダー・コリアンダーパウダ
ー各100g

[№5802-0831]しょうがパウダー
100g×3袋

5,000円 (5,000ポイント)

しょうがパウダー100g×3袋

[№5802-0832]シナモンパウダー
100g×3袋

5,000円 (5,000ポイント)

シナモンパウダー100g×3袋

[№5802-0834]黒コショウパウダ
ー100g×3袋

5,000円 (5,000ポイント)

黒コショウパウダー100g×3袋

[№5802-0837]唐辛子パウダー10
0g×3袋

5,000円 (5,000ポイント)

唐辛子パウダー100g×3袋

[№5802-0833]ヒハツパウダー30
g×3袋

8,000円 (8,000ポイント)

ヒハツパウダー30g×3袋

[№5802-0836]カルダモンパウダ
ー100g×2袋

8,000円 (8,000ポイント)

カルダモンパウダー100g×2袋

[№5802-0838]変わり種コショウ
3種セット

8,000円 (8,000ポイント)

馬告20g・ヒハツパウダー30g・
燻製黒コショウパウダー30g

[№5802-0808]田中糀店の糀1.8k
g（600g入×3袋）

8,000円 (8,000ポイント)

糀1袋600g入×3袋（計1.8kg）
外箱入

[№5802-0828]クラフトコーラス
パイス+お手軽アレンジ2種セッ
ト

9,000円 (9,000ポイント)

クラフトコーラスパイス5g×5
包・馬告20g・燻製黒コショウ3
0g
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茨城県　結城市

[№5802-0835]《詰替え用》金の
太陽花椒20g×3袋（携帯ケース
なし）

9,000円 (9,000ポイント)

金の太陽花椒20g×3袋

[№5802-0888]茨城県産ほしいも
切り落とし300g×3袋（計900g）

10,000円 (10,000ポイント)

・内容量…300g×3袋（切り落
とし）
・原産地…茨城県産
・素材…紅はるか

[№5802-0809]田中糀店の糀2.4k
g（600g入×4袋）

10,000円 (10,000ポイント)

糀1袋600g入×4袋（計2.4kg）
外箱入

[№5802-0759]カレースパイス6
種セット単品パウダー100g×6袋

11,000円 (11,000ポイント)

ターメリックパウダー・クミン
パウダー・コリアンダーパウダ
ー・唐辛子パウダー・カルダモ
ンパウダー・シナモンパウダー
・各100g

[№5802-0584]本場結城うどんプ
レミアム詰合せセット通年

10,000円 (10,000ポイント)

御手杵の槍うどん150g×3束・
おもてなしうどんお遍路さん15
0g×3束・蕪村の里香味うどん1
50g×3束・万葉のつくばねもち
もちうどん150g×3束・万葉の

[№5802-0460]御手杵の槍・お遍
路さん詰合せセット

10,000円 (10,000ポイント)

御手杵の槍うどん150g×8束
おもてなしうどんお遍路さん15
0g×7束
計15束詰

[№5802-0669]カレー南蛮つゆ・
半生稲庭うどんセット

12,000円 (12,000ポイント)

カレー南蛮つゆ290g(1人前)×4
袋
半生稲庭うどん200g(2人前)×2
袋合計6袋(4食分)

[№5802-0670]肉汁うどんのおつ
ゆ・半生稲庭うどんセット

14,000円 (14,000ポイント)

肉汁うどんのおつゆ500g(2人前
)×2袋
半生稲庭うどん200g(2人前)×2
袋合計4袋(4食分)

[№5802-0671]つむぎうどん・カ
レー南蛮つゆ・肉汁うどんのお
つゆセット

19,000円 (19,000ポイント)

つむぎうどん110g(1人前)×8袋
カレー南蛮つゆ290g(1人前)×4
袋
肉汁うどんのおつゆ500g(2人前
)×2袋合計14袋(8食分)

[№5802-0830]カレースパイス4
種セット100g×4袋

6,000円 (6,000ポイント)

ターメリックパウダー・クミン
パウダー・コリアンダーパウダ
ー・唐辛子パウダー・各100g

[№5802-0819]田中糀店の無添加
味噌詰め合わせ3kg（赤味噌2kg
＋白味噌1kg）

8,000円 (8,000ポイント)

赤味噌1kg入×2袋
白味噌1kg入×1袋
計3kg外箱入

[№5802-0821]田中糀店の無添加
白味噌3kg

8,000円 (8,000ポイント)

白味噌1kg入×3袋計3kg外箱入
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茨城県　結城市

[№5802-0820]田中糀店の無添加
赤味噌3kg

8,000円 (8,000ポイント)

赤味噌1kg入×3袋計3kg外箱入

[№5802-0585]【秋葉糀味噌醸造
】つむぎ味噌セット

10,000円 (10,000ポイント)

つむぎみそ純米500g・繁盛みそ
230g・繁盛なす250g・三五八55
0g・おでんみそ300g

[№5802-0818]田中糀店の無添加
味噌詰め合わせ5kg（赤味噌3kg
＋白味噌2kg）

10,000円 (10,000ポイント)

赤味噌1kg入×3袋
白味噌1kg入×2袋
計5kg外箱入

[№5802-0586]【秋葉糀味噌醸造
】なめみそセット

11,000円 (11,000ポイント)

金山寺みそ250g×2
繁盛みそ230g×2
繁盛なす250g×2

[№5802-0534]【蔵元小田屋】割
烹大吟醸醤油（720ml）2本セッ
ト

17,000円 (17,000ポイント)

割烹大吟醸醤油：720ml×2本3
年醸造もろみこいくち醤油
化粧箱入り
醸造地：結城市

[№5802-0668]かつお懐石だし3
袋入詰合せ

15,000円 (15,000ポイント)

かつお懐石だし140g(7g×20包
入)3袋

[№5802-0533]【蔵元小田屋】割
烹大吟醸醤油（720ml）＆割烹酢
（720ml）セット

14,000円 (14,000ポイント)

割烹大吟醸醤油：720ml×1本3
年醸造もろみこいくち醤油
割烹酢：720ml×1本醸造酢
化粧箱入り
醸造地：結城市

[№5802-0441]結城市旅ゴー！ク
ーポン（3,000点）

12,000円 (12,000ポイント)

結城市旅ゴー！クーポン（3，0
00点）割引クーポン3，000点分
は、1，500点×2枚にて発行
宿泊予約の際に一度にご利用い
ただける割引クーポンは最大5

[№5802-0442]結城市旅ゴー！ク
ーポン（9,000点）

34,000円 (34,000ポイント)

結城市旅ゴー！クーポン（9，0
00点）割引クーポン9，000点分
は、4，500点×2枚にて発行
宿泊予約の際に一度にご利用い
ただける割引クーポンは最大5

[№5802-0443]結城市旅ゴー！ク
ーポン（15,000点）

56,000円 (56,000ポイント)

結城市旅ゴー！クーポン（15，
000点）割引クーポン15，000点
分は、7，500点×2枚にて発行
宿泊予約の際に一度にご利用い
ただける割引クーポンは最大5

[№5802-0444]結城市旅ゴー！ク
ーポン（30,000点）

111,000円 (111,000ポイント)

結城市旅ゴー！クーポン（30，
000点）割引クーポン30000点分
は、15，000点×2枚にて発行
宿泊予約の際に一度にご利用い
ただける割引クーポンは最大5

[№5802-0583]【イル・ガッティ
ーノ】ギフトカード3,000円分

10,000円 (10,000ポイント)

ギフトカード3,000円分（1,000
円券×3枚）
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茨城県　結城市

[№5802-0206]紬の里結城の蔵「
甘味茶蔵」和スイーツ＆ヘルシ
ーランチ券

10,000円 (10,000ポイント)

ランチ券

[№5802-0511]蔵サウナ平日利用
券

27,000円 (27,000ポイント)

【今話題の蔵を改装した薪式サ
ウナ】KURASAUNA平日利用券

[№5802-0370]結城紬はた織り体
験と古刹見学、創作料理のラン
チ付き市内散策の旅（2名様コ…

40,000円 (40,000ポイント)

結城紬はた織り体験と古刹見学
、創作料理のランチ付き市内散
策の旅(2名様コース)
年末年始を除く土・日・水・金
に実施

[№5802-0654]日帰り人間ドック

140,000円 (140,000ポイント)

身体測定、視力、聴力、血圧、
尿検査、血液検査（初回時血液
型あり）、胸部レントゲン、胃
部レントゲン、眼底、眼圧、便
検査、腹部超音波検査

[№5802-0803]おうちで酵素浴約
8回分（3パック入り×2袋）

8,000円 (8,000ポイント)

おうちで酵素浴3パック入り×2
袋（1パック80g）約8回分

[№5802-0800]【酵素風呂・CSサ
ロン愛笑虹好素召～まえにすす
め～】チケット3,500円分

12,000円 (12,000ポイント)

酵素風呂・CSサロン愛笑虹好素
召～まえにすすめ～でお使いい
ただけるチケット【3,500円分
】
※発行日より1年間有効

[№5802-0875]ゆうき街なか音楽
祭「結いのおと-YUINOTE-」4/22
（sat）NIGHT〈TOWN〉券

15,000円 (15,000ポイント)

ゆうき街なか音楽祭「結いのお
と-YUINOTE-」4/22（sat）NIGH
T〈TOWN〉券
4/22（sat）NIGHT〈TOWN〉18:0
0-20:00

[№5802-0801]【酵素風呂・CSサ
ロン愛笑虹好素召～まえにすす
め～】チケット7,000円分

24,000円 (24,000ポイント)

酵素風呂・CSサロン愛笑虹好素
召～まえにすすめ～でお使いい
ただけるチケット【7,000円分
】
※発行日より1年間有効

[№5802-0874]ゆうき街なか音楽
祭「結いのおと-YUINOTE-」4/22
（sat）DAY〈HALL〉券

29,000円 (29,000ポイント)

ゆうき街なか音楽祭「結いのお
と-YUINOTE-」4/22（sat）DAY
〈HALL〉券
4/22（sat）DAY〈HALL〉11:00-
18:00

[№5802-0876]ゆうき街なか音楽
祭「結いのおと-YUINOTE-」4/23
（sun）DAY〈TOWN〉券

29,000円 (29,000ポイント)

ゆうき街なか音楽祭「結いのお
と-YUINOTE-」4/23（sun）DAY
〈TOWN〉券
4/23（sun）DAY〈TOWN〉11:00-
19:00

[№5802-0802]【酵素風呂・CSサ
ロン愛笑虹好素召～まえにすす
め～】チケット10,000円分

34,000円 (34,000ポイント)

酵素風呂・CSサロン愛笑虹好素
召～まえにすすめ～でお使いい
ただけるチケット【10,000円分
】
※発行日より1年間有効

[№5802-0873]ゆうき街なか音楽
祭「結いのおと-YUINOTE-」4/22
（sat）・23（sun）2DAYS券

52,000円 (52,000ポイント)

ゆうき街なか音楽祭「結いのお
と-YUINOTE-」4/22（sat）・23
（sun）2DAYS券
4/22（sat）DAY〈HALL〉11:00-
18:00
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[№5802-0643]人間ドック（結城
病院標準コース）＊上部消化管
内視鏡検査

142,000円 (142,000ポイント)

血液検査、心電図、胸部レント
ゲン、腹部超音波検査、上部消
化管内視鏡検査、肺機能検査、
便潜血検査、身長、体重、腹囲
、聴力検査、視力検査

[№5802-0457]【カーメイト】D2
26×4個除菌・消臭剤ドクターデ
オプレミアムスプレー

10,000円 (10,000ポイント)

●D226プレミアムスプレー×4
個セット
形式・内容量：ハンドスプレー
・250ml

[№5802-0458]【カーメイト】D2
29×4個除菌・消臭剤ドクターデ
オプレミアムシート下

10,000円 (10,000ポイント)

●D229プレミアムシート下×4
個セット形式・内容量：ゲル状
・200g

[№5802-0435]【カーメイト】AB
920チャイルドシートクルット5s
グランスグランネイビー

165,000円 (165,000ポイント)

【取付方法】シートベルト取付
専用
【使用対象】新生児～体重18kg
（年齢の目安：新生児～4歳頃
、身長の目安：新生児～100cm

[№5802-0436]【カーメイト】AB
921チャイルドシートクルット5s
グランスグランブラウン

165,000円 (165,000ポイント)

【取付方法】シートベルト取付
専用
【使用対象】新生児～体重18kg
（年齢の目安：新生児～4歳頃
、身長の目安：新生児～100cm

[№5802-0451]【カーメイト】BF
951チャイルドシートクルット6i
グランスグランブラウン

176,000円 (176,000ポイント)

【取付方法】ISOFIＸ取付専用
【使用対象】新生児～体重18㎏
（年齢の目安：新生児～4歳頃
、身長の目安：新生児～100cm

[№5802-0452]【カーメイト】BF
952チャイルドシートクルット6i
グランスグランネイビー

176,000円 (176,000ポイント)

【取付方法】ISOFIＸ取付専用
【使用対象】新生児～体重18㎏
（年齢の目安：新生児～4歳頃
、身長の目安：新生児～100cm
）

[№5802-7041]0608セクレのムー
トンシーツ【ふわもこ】01ピン
ク系

430,000円 (430,000ポイント)

表地：スプリングラム100%（オ
ーストラリア産）
裏地：ポリエステル100%
サイズ：シングル（100cm×200
cm）

[№5802-7042]0608セクレのムー
トンシーツ【ふわもこ】02オレ
ンジ系

430,000円 (430,000ポイント)

表地：スプリングラム100%（オ
ーストラリア産）
裏地：ポリエステル100%
サイズ：シングル（100cm×200
cm）

[№5802-7043]0608セクレのムー
トンシーツ【ふわもこ】03イエ
ロー系

430,000円 (430,000ポイント)

表地：スプリングラム100%（オ
ーストラリア産）
裏地：ポリエステル100%
サイズ：シングル（100cm×200
cm）

[№5802-7044]0608セクレのムー
トンシーツ【ふわもこ】05グリ
ーン系

430,000円 (430,000ポイント)

表地：スプリングラム100%（オ
ーストラリア産）
裏地：ポリエステル100%
サイズ：シングル（100cm×200
cm）

[№5802-7045]0608セクレのムー
トンシーツ【ふわもこ】06ブル
ー系

430,000円 (430,000ポイント)

表地：スプリングラム100%（オ
ーストラリア産）
裏地：ポリエステル100%
サイズ：シングル（100cm×200
cm）
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[№5802-7046]0608セクレのムー
トンシーツ【ふわもこ】07ブラ
ウン系

430,000円 (430,000ポイント)

表地：スプリングラム100%（オ
ーストラリア産）
裏地：ポリエステル100%
サイズ：シングル（100cm×200
cm）

[№5802-0609]セクレのムートン
シーツ【ファイブスター】

934,000円 (934,000ポイント)

表地：スプリングラム100%（オ
ーストラリア産）
裏地：ポリエステル100%
サイズ：シングル（100cm×200
cm）

[№5802-0856]季節の花束

10,000円 (10,000ポイント)

季節の花を使用した花束W約25c
m×H約30cm
生花・ラッピング（セロファン
・和紙）・管理方法のしおり約
0.8kg

[№5802-0857]季節のフラワーア
レンジメント

10,000円 (10,000ポイント)

季節の花を使用したフラワーア
レンジメントW約25cm×H約30cm
生花・バスケット（竹）・管理
方法のしおり約1.0kg

[№5802-7047]0860セクレのムー
トンフリース1匹物(ホワイト)

146,000円 (146,000ポイント)

色：ホワイト
サイズ：1匹物（横約80cm×縦
約90cm）
表地：オーストラリア原産羊毛
皮100％

[№5802-7048]0860セクレのムー
トンフリース1匹物(クリーム)

146,000円 (146,000ポイント)

色：クリーム
サイズ：1匹物（横約80cm×縦
約90cm）
表地：オーストラリア原産羊毛
皮100％

[№5802-7049]0860セクレのムー
トンフリース1匹物(グレー)

146,000円 (146,000ポイント)

色：グレー
サイズ：1匹物（横約80cm×縦
約90cm）
表地：オーストラリア原産羊毛
皮100％

[№5802-7050]0860セクレのムー
トンフリース1匹物(ブラウン)

146,000円 (146,000ポイント)

色：ブラウン
サイズ：1匹物（横約80cm×縦
約90cm）
表地：オーストラリア原産羊毛
皮100％

[№5802-0619]防災核シェルター
CRISIS-01

22,000,000円 (22,000,000ポイント)

大きさ：幅2m×奥行4m×高さ2.
15m
重さ：2.3t
材質：鋼鉄製・粉体塗装仕上げ
。

[№5802-0648]天然ブレンドオイ
ル4種類＆噴霧式ディフューザー
のスターターセット

35,000円 (35,000ポイント)

●セット内容：天然ブレンドオ
イル4種類（グレープフルーツ
ブレンド・ゼラニウムブレンド
・ベルガモットブレンド・ラベ
ンダーブレンド）。噴霧式ディ

[№5802-0653]【カーメイト】前
後+360°の3カメラを搭載した高
機能ドライブレコーダー

157,000円 (157,000ポイント)

●セット内容：ドライブレコー
ダー本体×1セット
●ドライブレコーダー型番：DC
4000R

[№5802-0463]【カーメイト】ド
ライブアクションレコーダー本
体＆SDカードセット

185,000円 (185,000ポイント)

●セット内容：ドライブアクシ
ョンレコーダー本体×1個。SD
カード×1枚
●ドライブアクションレコーダ
ー型番：DC5000
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[№5802-0798]【キヤノン】交換
用ズームレンズEF70-200mmF4LIS
ⅡUSM

660,000円 (660,000ポイント)

●レンズEF70-200F4LISⅡUSM
付属品：レンズポーチ、レンズ
フード、レンズキャップ、レン
ズダストキャップEなど

[№5802-0799]【マウントアダプ
ターEF-EOSM付】キヤノン交換用
ズームレンズEF70-200mmF4LI…

700,000円 (700,000ポイント)

●レンズEF70-200F4LISⅡUSM
付属品：レンズポーチ、レンズ
フード、レンズキャップ、レン
ズダストキャップEなど
●マウントアダプターEF-EOSM

[№5802-0796]【キヤノン】交換
用ズームレンズEF70-200mmF2.8L
ISIIIUSM

900,000円 (900,000ポイント)

●レンズEF70-200F2.8LISⅢUSM
付属品：レンズケース、レンズ
フード、レンズキャップ、レン
ズダストキャップEなど

[№5802-0797]【マウントアダプ
ターEF-EOSM付】キヤノン交換用
ズームレンズEF70-200mmF2.8…

940,000円 (940,000ポイント)

●レンズEF70-200F2.8LISⅢUSM
付属品：レンズケース、レンズ
フード、レンズキャップ、レン
ズダストキャップEなど
●マウントアダプターEF-EOSM

[№5802-0842]天然ブレンドオイ
ルリピートセットL10061グレー
プフルーツブレンド×2本入

9,000円 (9,000ポイント)

●セット内容：天然ブレンドオ
イルグレープフルーツブレンド
×2本セット
●天然ブレンドオイル形式・内
容量：液状・7ml

[№5802-0843]天然ブレンドオイ
ルリピートセットL10062ゼラニ
ウムブレンド×2本入

9,000円 (9,000ポイント)

●セット内容：天然ブレンドオ
イルゼラニウムブレンド×2本
セット
●天然ブレンドオイル形式・内
容量：液状・7ml

[№5802-0844]天然ブレンドオイ
ルリピートセットL10063ベルガ
モットブレンド×2本入

9,000円 (9,000ポイント)

●セット内容：天然ブレンドオ
イルベルガモットブレンド×2
本セット
●天然ブレンドオイル形式・内
容量：液状・7ml

[№5802-0845]天然ブレンドオイ
ルリピートセットL10064ラベン
ダーブレンド×2本入

9,000円 (9,000ポイント)

●セット内容：天然ブレンドオ
イルラベンダーブレンド×2本
セット
●天然ブレンドオイル形式・内
容量：液状・7ml

[№5802-0633]【カーメイト】窓
ガラス・ドアミラー用視界良好
セット

10,000円 (10,000ポイント)

●セット内容：フロントガラス
撥水剤。サイドミラー・サイド
ガラス前部用親水コート。ガラ
ス内側クリーナー。ガラスくも
り止めクリーナー×各1個

[№5802-0634]【カーメイト】違
いがでるコアな洗車セット

10,000円 (10,000ポイント)

●セット内容：黒樹脂復活剤。
ヘッドライト復活剤。マルチホ
イールクリーナー。ホイールス
ポンジ。フロントガラス撥水剤
×各1個

[№5802-0635]【カーメイト】ド
クターデオ持ち歩きスプレー10
本セット

10,000円 (10,000ポイント)

●D259ドクターデオプレミアム
ミニスプレー×10個セット形式
・内容量：ミニスプレー・50ml

[№5802-0522]イクイのペレット
20kg（10kg×2袋）

10,000円 (10,000ポイント)

木質ペレット10kg入り2袋
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[№5802-0523]イクイのペレット
20kg（5kg×4袋）

10,000円 (10,000ポイント)

木質ペレット5kg入り4袋

[№5802-0259]桐スマートフォン
スピーカー

14,000円 (14,000ポイント)

長さ140mm×幅70mm×高さ85mm

[№5802-0846]天然ブレンドオイ
ル4種類リピートセットL10061～
L10064各1本入

18,000円 (18,000ポイント)

●セット内容：天然ブレンドオ
イル4種類（グレープフルーツ
ブレンド・ゼラニウムブレンド
・ベルガモットブレンド・ラベ
ンダーブレンド）各1本

[№5802-0855]桐リモコンラック

37,000円 (37,000ポイント)

桐リモコンラック1個
限定数量：5個

[№5802-0717]【カーメイト】QE
1非金属タイヤチェーンバイアス
ロン・クイックイージー

54,000円 (54,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0718]【カーメイト】QE
1L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

54,000円 (54,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0719]【カーメイト】QE
2非金属タイヤチェーンバイアス
ロン・クイックイージー

54,000円 (54,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0720]【カーメイト】QE
2L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

54,000円 (54,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0721]【カーメイト】QE
3非金属タイヤチェーンバイアス
ロン・クイックイージー

58,000円 (58,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0722]【カーメイト】QE
3L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

58,000円 (58,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0723]【カーメイト】QE
4非金属タイヤチェーンバイアス
ロン・クイックイージー

58,000円 (58,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0724]【カーメイト】QE
4L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

58,000円 (58,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚
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[№5802-0725]【カーメイト】QE
5非金属タイヤチェーンバイアス
ロン・クイックイージー

58,000円 (58,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0726]【カーメイト】QE
6非金属タイヤチェーンバイアス
ロン・クイックイージー

58,000円 (58,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0727]【カーメイト】QE
6L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

58,000円 (58,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0728]【カーメイト】QE
7非金属タイヤチェーンバイアス
ロン・クイックイージー

58,000円 (58,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0729]【カーメイト】QE
7L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

58,000円 (58,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0730]【カーメイト】QE
10非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

65,000円 (65,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0731]【カーメイト】QE
10L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

65,000円 (65,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0732]【カーメイト】QE
11非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

65,000円 (65,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0733]【カーメイト】QE
11L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

65,000円 (65,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0734]【カーメイト】QE
12非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

65,000円 (65,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0735]【カーメイト】QE
12L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

65,000円 (65,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0736]【カーメイト】QE
14非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

65,000円 (65,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚
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[№5802-0737]【カーメイト】QE
14L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

65,000円 (65,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0738]【カーメイト】QE
15非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

72,000円 (72,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0739]【カーメイト】QE
15L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

72,000円 (72,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0740]【カーメイト】QE
16非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

72,000円 (72,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0741]【カーメイト】QE
16L非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

72,000円 (72,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0742]【カーメイト】QE
17非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

72,000円 (72,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0743]【カーメイト】QE
18非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

77,000円 (77,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0744]【カーメイト】QE
19非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

77,000円 (77,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0745]【カーメイト】QE
20非金属タイヤチェーンバイア
スロン・クイックイージー

77,000円 (77,000ポイント)

【内容量】駆動輪タイヤ×2本
分、ハードケース×1ケース、E
ASYハンドル×2個、軍手付き腕
カバー（左右ペア）×1組、防
水性取扱説明書×1枚

[№5802-0617]【カーメイト】BF
970チャイルドシートクルット6i
Agピュアクリーンブルー

172,000円 (172,000ポイント)

【取付方法】ISOFIX取付専用
【使用対象】新生児～体重18kg
（年齢の目安：新生児～4歳頃
、身長の目安：新生児～100cm
）

[№5802-0618]【カーメイト】BF
971チャイルドシートクルット6i
Agピュアクリーングレー

172,000円 (172,000ポイント)

【取付方法】ISOFIX取付専用
【使用対象】新生児～体重18kg
（年齢の目安：新生児～4歳頃
、身長の目安：新生児～100cm
）

[№5802-0883]【カーメイト】BF
145チャイルドシートクルットR
グランス2カームネイビー

178,000円 (178,000ポイント)

【取付方法】ISOFIX取付専用
【使用条件】後向き：身長40cm
～87cmまで前向き：身長76cm～
100cmまで
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[№5802-0884]【カーメイト】BF
146チャイルドシートクルットR
グランス2カームグレー

178,000円 (178,000ポイント)

【取付方法】ISOFIX取付専用
【使用条件】後向き：身長40cm
～87cmまで前向き：身長76cm～
100cmまで

[№5802-0881]【カーメイト】BF
135チャイルドシートクルットR
ザ・ファースト2パールブラック

198,000円 (198,000ポイント)

【取付方法】ISOFIX取付専用
【使用条件】後向き：身長40cm
～87cmまで前向き：身長76cm～
100cmまで

[№5802-0882]【カーメイト】BF
136チャイルドシートクルットR
ザ・ファースト2パールベージュ

198,000円 (198,000ポイント)

【取付方法】ISOFIX取付専用
【使用条件】後向き：身長40cm
～87cmまで前向き：身長76cm～
100cmまで

[№5802-0607]「着心」結城紬の
ワンポイントシャツホワイト（M
サイズ）

40,000円 (40,000ポイント)

サイズ：Mサイズ身幅54cm・着
丈73cm・肩幅46cm・袖丈62cm
素材：綿100％ポケット部分：
絹100％

[№5802-7039]0606「着心」結城
紬のワンポイントシャツグレイS
サイズ

40,000円 (40,000ポイント)

サイズ：Sサイズ身幅51cm・着
丈70cm・肩幅43cm・袖丈61cm
素材：綿100％ポケット部分：
絹100％（チェック柄）

[№5802-0597]【思いやり型返礼
品】草木染ハンカチ2枚セット（
紺×1、黄×1）

9,000円 (9,000ポイント)

草木染ハンカチ2枚組（藍×1枚
、マリーゴールド×1枚）
サイズ：45cm×45cm綿100％シ
ルキー加工（地模様）

[№5802-0598]【思いやり型返礼
品】草木染ハンカチ2枚セット（
黄×2）

9,000円 (9,000ポイント)

草木染ハンカチ2枚組（マリー
ゴールド×2枚）
サイズ：45cm×45cm綿100％シ
ルキー加工（地模様）

[№5802-0527]【滝田毛皮】リン
グマフラー＆チャーム

34,000円 (34,000ポイント)

マフラーサイズ：長さ70cm太さ
10cm
チャーム：10cm玉ヒモ20cm
フォックス原毛皮（原産地：ヨ
ーロッパ）

[№5802-0622]【結城花田】本場
結城紬ネクタイ縞02

40,000円 (40,000ポイント)

サイズ：幅約9cm×長さ130cm
素材：絹100％桐箱入り

[№5802-0624]【結城花田】本場
結城紬ネクタイ縞04

40,000円 (40,000ポイント)

サイズ：幅約9cm×長さ130cm
素材：絹100％桐箱入り

[№5802-0625]【結城花田】本場
結城紬ネクタイ縞05

40,000円 (40,000ポイント)

サイズ：幅約9cm×長さ130cm
素材：絹100％桐箱入り

[№5802-0626]【結城花田】本場
結城紬ネクタイ縞06

40,000円 (40,000ポイント)

サイズ：幅約9cm×長さ130cm
素材：絹100％桐箱入り
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[№5802-0629]【結城花田】本場
結城紬ネクタイ縞09

40,000円 (40,000ポイント)

サイズ：幅約9cm×長さ130cm
素材：絹100％桐箱入り

[№5802-0630]【結城花田】本場
結城紬ネクタイ縞10

40,000円 (40,000ポイント)

サイズ：幅約9cm×長さ130cm
素材：絹100％桐箱入り

[№5802-0351]春色真綿ショール

57,000円 (57,000ポイント)

真綿ショール絹100％化粧箱入
り

[№5802-0807]手織り真綿紬ショ
ール（ピンク）

74,000円 (74,000ポイント)

素材：絹100％
サイズ：約50×175cm（房部分
は含みません）
重さ：約100g

[№5802-0605]本場結城紬地機織
りショール（ピンク）

200,000円 (200,000ポイント)

【仕様】手紬糸、重さ60g
【サイズ】160cm×38cm

[№5802-0601]本場結城紬草木染
めショールエンジュ（銅）×エ
ンジュ（銅）

246,000円 (246,000ポイント)

【仕様】本草木染め手紬糸（エ
ンジュ（銅）×エンジュ（銅）
）、重さ60g
【サイズ】長さ174cm×幅39cm

[№5802-0602]本場結城紬草木染
めショールエンジュ（銅）×ゴ
バイシ（銅）

246,000円 (246,000ポイント)

【仕様】本草木染め手紬糸（エ
ンジュ（銅）×ゴバイシ（銅）
）、重さ60g
【サイズ】長さ174cm×幅39cm

[№5802-0603]本場結城紬草木染
めショールエンジュ（銅）×エ
ンジュ（鉄）

246,000円 (246,000ポイント)

【仕様】本草木染め手紬糸（エ
ンジュ（銅）×エンジュ（鉄）
）、重さ60g
【サイズ】長さ174cm×幅39cm

[№5802-0604]本場結城紬草木染
めショールエンジュ（銅）×ゴ
バイシ（チタン）

246,000円 (246,000ポイント)

【仕様】本草木染め手紬糸（エ
ンジュ（銅）×ゴバイシ（チタ
ン））、重さ60g
【サイズ】長さ174cm×幅39cm

[№5802-0599]本場結城紬本藍染
めショール瑠璃紺（るりこん）

266,000円 (266,000ポイント)

【仕様】本藍染め紬（瑠璃紺）
、重さ65g
【サイズ】長さ176cm×幅40cm

[№5802-0525]【滝田毛皮】ミン
クショルダーバッグ

70,000円 (70,000ポイント)

サイズ：横幅24.5cm高さ11cmマ
チ4.5cm
色：パープル・サファイア
ミンク原毛皮（原産地：ヨーロ
ッパ）

[№5802-0748]【滝田毛皮】ミン
クショルダーバッグ（ブラック
×ブラウン）

100,000円 (100,000ポイント)

ミンクショルダーバッグ1個
サイズ横25cm、高さ20cm、底マ
チ10cm
加工・製造地：結城市
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[№5802-0752]【滝田毛皮】ミン
クバッグ（ブラウン×ベージュ
）

200,000円 (200,000ポイント)

ミンクバッグ1個
サイズ横38cm、高さ23cm、底マ
チ12cm
持ち手の長さ45cm
加工・製造地：結城市

[№5802-0815]【滝田毛皮】ミン
クバッグ（ブラウン）

270,000円 (270,000ポイント)

ミンクバッグ1個
サイズ横38cm、高さ23cm、底マ
チ12cm
持ち手の長さ45cm
加工・製造地：結城市

[№5802-0546]【工房ゆりーこ】
きりすねブローチ[KB50ドーナツ-
気まま01]

94,000円 (94,000ポイント)

メガネを掛けられるブローチ

[№5802-0548]【工房ゆりーこ】
きりすねブローチ[KB50ドーナツ-
朝顔6色01]

100,000円 (100,000ポイント)

メガネを掛けられるブローチ

[№5802-0542]【工房ゆりーこ】
きりすねネックレス[KN18巻きC0
1]

117,000円 (117,000ポイント)

メガネを掛けられるネックレス
（片側18巻き/全長59cm）

[№5802-0543]【工房ゆりーこ】
きりすねネックレス[KN18巻きC0
2]

117,000円 (117,000ポイント)

メガネを掛けられるネックレス
（片側18巻き/全長58cm）

[№5802-0549]【工房ゆりーこ】
きりすねブローチ[KB50ドーナツ-
朝顔７色01]

117,000円 (117,000ポイント)

メガネを掛けられるブローチ
[茨城デザインセレクション201
5選定]になった7色のグラデー
ション"朝顔"

[№5802-0212]結城紬一年中ショ
ール薄花桜（うすはなさくら）

66,000円 (66,000ポイント)

サイズ：約45×175cm(フリンジ
部分は含みません)
絹100％
質量約100g

[№5802-0213]結城紬一年中ショ
ール黄柳（きやなぎ）

66,000円 (66,000ポイント)

サイズ：約45×175cm(フリンジ
部分は含みません)
絹100％
質量約100g

[№5802-0214]結城紬一年中ショ
ール氷重（こおりかさね）

66,000円 (66,000ポイント)

サイズ：約45×175cm(フリンジ
部分は含みません)
絹100％
質量約100g

[№5802-0571]本場結城紬フェイ
スケアミトン

13,000円 (13,000ポイント)

本場結城紬フェイスケアミトン

[№5802-0565]本革本藍染め小銭
入れ桐箱入り

27,000円 (27,000ポイント)

本革本藍染め小銭入れ桐箱入り
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[№5802-0566]本藍染め名刺入れ
（本革部分―ブラック）桐箱入
り

32,000円 (32,000ポイント)

本藍染名刺入れ（本革部分―ブ
ラック）桐箱入り

[№5802-0567]本藍染め名刺入れ
（本革部分―ブラウン）桐箱入
り

32,000円 (32,000ポイント)

本藍染め名刺入れ（本革部分―
ブラウン）桐箱入り

[№5802-0568]本藍染め名刺入れ
（本革部分－レッド）桐箱入り

32,000円 (32,000ポイント)

本藍染め名刺入れ（本革部分－
レッド）桐箱入り

[№5802-0569]本場結城紬名刺入
れ（本革部分―ブルー）桐箱入
り

32,000円 (32,000ポイント)

本場結城紬名刺入れ（本革部分
―ブルー）桐箱入り

[№5802-0570]本場結城紬本藍染
めショール鉄紺（てつこん）

266,000円 (266,000ポイント)

本場結城紬本藍染めショール鉄
紺（てつこん）

[№5802-0649]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐のカッティングボード

9,000円 (9,000ポイント)

桐のカッティングボード1個木
地仕上
サイズ（cm）：（横）16×（縦
）35×（高）11.5

[№5802-0468]抗ウイルス加工結
城紬レースマスク

10,000円 (10,000ポイント)

マスク1枚
サイズ：縦12センチ、横22セン
チ（手作りのため若干前後しま
す）
※1点物につき色と柄はお任せ

[№5802-0464]【丸田ししゅう】
まゆげった刺しゅう入り布マス
ク(大・小各1枚)

10,000円 (10,000ポイント)

成人男性向けの大サイズ1枚、
成人女性向けの小サイズ1枚の
計2枚セット
素材：コットン100％
生地色：白

[№5802-7019]0440天然の抗菌作
用結城つむぎ(シルク)の手作り
マスク【2枚セット】大サイズ…

10,000円 (10,000ポイント)

【大サイズ2枚組セット】
※表地は絹（シルク）100％、
裏地は綿100％です。
中サイズ：よこ10cm×たて12.5
cm

[№5802-7020]0440天然の抗菌作
用結城つむぎ(シルク)の手作り
マスク【2枚セット】中サイズ…

10,000円 (10,000ポイント)

【中サイズ2枚組セット】
※表地は絹（シルク）100％、
裏地は綿100％です。
中サイズ：よこ10cm×たて12.5
cm

[№5802-7021]0440天然の抗菌作
用結城つむぎ(シルク)の手作り
マスク【2枚セット】大1枚・…

10,000円 (10,000ポイント)

【大1枚・中1枚セット】
※表地は絹（シルク）100％、
裏地は綿100％です。
大サイズ：よこ12cm×たて14.5
cm

[№5802-0481]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐トレー＜ミニ＞

10,000円 (10,000ポイント)

桐ミニトレー1個限定5個
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[№5802-0863]【思いやり型返礼
品】天然草木染ストールA（藍の
生葉染）

11,000円 (11,000ポイント)

藍の生葉ストールA1枚
サイズ：幅約30cm×長さ約140c
m（手作りのため誤差がありま
す）
重さ：10g素材：絹100％

[№5802-0684]本場結城紬豆がま
ぐち無地縞（エンジ）

11,000円 (11,000ポイント)

内容量：1個入り
サイズ：約8×8×3cm（金具含
）
重さ：約30g
素材：表生地絹100％、牛革

[№5802-0686]本場結城紬豆がま
ぐち無地縞（ピンク）

11,000円 (11,000ポイント)

内容量：1個入り
サイズ：約8×8×3cm（金具含
）
重さ：約30g
素材：表生地絹100％、牛革

[№5802-0680]結城紬がまぐちレ
ッド

12,000円 (12,000ポイント)

内容量：1個入り
サイズ：約12×11×2cm
重さ：約40g
素材：表生地絹100％、牛革

[№5802-0681]結城紬がまぐちイ
エロー

12,000円 (12,000ポイント)

内容量：1個入り
サイズ：約12×11×2cm
重さ：約40g
素材：表生地絹100％、牛革

[№5802-0682]結城紬がまぐちブ
ルー

12,000円 (12,000ポイント)

内容量：1個入り
サイズ：約12×11×2cm
重さ：約40g
素材：表生地絹100％、牛革

[№5802-0683]結城紬がまぐちカ
ーニバル

12,000円 (12,000ポイント)

内容量：1個入り
サイズ：約12×11×2cm
重さ：約40g
素材：表生地絹100％、牛革

[№5802-7023]0445涼しい、冷た
い、夏の結城紬マスク【2枚セッ
ト】中サイズ2枚

13,500円 (13,500ポイント)

【中サイズ2枚組セット】
☆保冷剤8袋付き☆
中サイズ：よこ11.5cm×たて13
cm

[№5802-7022]0445涼しい、冷た
い、夏の結城紬マスク【2枚セッ
ト】大サイズ2枚

13,500円 (13,500ポイント)

【大サイズ2枚組セット】
☆保冷剤8袋付き☆
大サイズ：よこ12cm×たて14.5
cm

[№5802-7024]0445涼しい、冷た
い、夏の結城紬マスク【2枚セッ
ト】大1枚・中1枚

13,500円 (13,500ポイント)

【大1枚・中1枚セット】
☆保冷剤8袋付き☆
大サイズ：よこ12cm×たて14.5
cm
中サイズ：よこ11.5cm×たて13

[№5802-0864]【思いやり型返礼
品】天然草木染ストールB（藍の
生葉染）

14,000円 (14,000ポイント)

藍の生葉ストールB1枚
サイズ：幅約50cm×長さ約180c
m（手作りのため誤差がありま
す）
重さ：25g素材：絹100％

[№5802-0865]【思いやり型返礼
品】天然草木染ストールC（藍の
生葉染）

14,000円 (14,000ポイント)

藍の生葉ストールC1枚
サイズ：幅約50cm×長さ約160c
m（手作りのため誤差がありま
す）
重さ：60g素材：絹100％
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[№5802-0866]【思いやり型返礼
品】天然草木染ストールD（藍の
生葉染）

14,000円 (14,000ポイント)

藍の生葉ストールＤ1枚
サイズ：幅約50cm×長さ約150c
m（手作りのため誤差がありま
す）
重さ：80g素材：絹100％

[№5802-0574]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐のまな板

14,000円 (14,000ポイント)

桐のまな板×1
サイズ（cm）：幅40×奥24×厚
さ2.1

[№5802-7026]0483【桐タンスの
ヤマキヤ】桐フォトフレーム＜
オイル＞アンバー

17,000円 (17,000ポイント)

桐フォトフレーム1個
カラー：アンバー

[№5802-7025]0483【桐タンスの
ヤマキヤ】桐フォトフレーム＜
オイル＞ブラウン

17,000円 (17,000ポイント)

桐フォトフレーム1個
カラー：ブラウン

[№5802-0479]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐トレー

22,000円 (22,000ポイント)

桐トレー1個限定15個

[№5802-0469]【桐タンスのヤマ
キヤ】3カラーから選べる桐ティ
ッシュBOX（ブラウン）

22,000円 (22,000ポイント)

オイル仕上げ
サイズ（外寸）：幅27奥14高8c
m
サイズ（内寸）：幅25奥12高6.
5cm

[№5802-0470]【桐タンスのヤマ
キヤ】3カラーから選べる桐ティ
ッシュBOX（アンバー）

22,000円 (22,000ポイント)

オイル仕上げ
サイズ（外寸）：幅27奥14高8c
m
サイズ（内寸）：幅25奥12高6.
5cm

[№5802-0471]【桐タンスのヤマ
キヤ】3カラーから選べる桐ティ
ッシュBOX（ホワイト）

22,000円 (22,000ポイント)

オイル仕上げ
サイズ（外寸）：幅27奥14高8c
m
サイズ（内寸）：幅25奥12高6.
5cm

[№5802-0868]結城紬ネクタイ網
代・ライトグレー

30,000円 (30,000ポイント)

1点入りサイズ：約9×144cm絹1
00％質量約47g

[№5802-0675]結城紬ネクタイ杢
無地

30,000円 (30,000ポイント)

1点入りサイズ：約9×144cm絹1
00％質量約47g

[№5802-0676]結城紬ネクタイ網
代

30,000円 (30,000ポイント)

1点入りサイズ：約9×144cm絹1
00％質量約47g

[№5802-0482]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐フォトフレーム＜漆＞

33,000円 (33,000ポイント)

桐フォトフレーム1個限定5個
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[№5802-0485]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐くず入れ

33,000円 (33,000ポイント)

桐くず入れ1個限定5個

[№5802-0577]【島倉桐材店】桐
製幼児用イス

34,000円 (34,000ポイント)

・サイズW335mm×D320mm×H395
mm
・材質桐

[№5802-7002]0343重要無形文化
財本場結城紬名刺入れ（緑の亀
甲）

34,000円 (34,000ポイント)

名刺入れ(絹・牛革)
サイズ：縦7.3cm、横11.5cm、
厚み1.5cm
カラー：緑の亀甲

[№5802-7003]0343重要無形文化
財本場結城紬名刺入れ（茶のタ
テヨコ絣）

34,000円 (34,000ポイント)

名刺入れ(絹・牛革)
サイズ：縦7.3cm、横11.5cm、
厚み1.5cm
カラー：茶のタテヨコ絣

[№5802-0575]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐八角茶筒

41,000円 (41,000ポイント)

桐八角茶筒1個
サイズ（cm）：幅9×高13

[№5802-0677]結城紬ネクタイ結
レッド

44,000円 (44,000ポイント)

1点入りサイズ：約9×144cm絹1
00％質量約47g

[№5802-0678]結城紬ネクタイ結
グリーン

44,000円 (44,000ポイント)

1点入りサイズ：約9×144cm絹1
00％質量約47g

[№5802-0679]結城紬ネクタイ結
パープル

44,000円 (44,000ポイント)

1点入りサイズ：約9×144cm絹1
00％質量約47g

[№5802-0711]本場結城紬藍染め
カードケース(本革部分―ブラッ
ク）桐箱入り

44,000円 (44,000ポイント)

表地：本藍染め紬
収納部：牛革ブラック（カード
ポケット5個、小銭入れ収納部
チャック付き）
縦8cm×横12.8cm

[№5802-0712]本場結城紬グレー
地縞カードケース(本革部分―ブ
ラック）桐箱入り

44,000円 (44,000ポイント)

表地：本藍染め紬
収納部：牛革ブラック（カード
ポケット5個、小銭入れ収納部
チャック付き）
縦8cm×横12.8cm

[№5802-0702]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐の米びつ5kg

63,000円 (63,000ポイント)

桐の米びつ5kg1個
サイズ（cm）幅27×奥18.5×高
さ23

[№5802-0576]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐の小さなベンチ

63,000円 (63,000ポイント)

桐のベンチ1個
サイズ（cm）：幅45×高40×奥
（上部）16×奥（下部）26
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[№5802-0672]結城紬育てるショ
ール七草（ななくさ）

66,000円 (66,000ポイント)

サイズ：約45×175cm（フリン
ジ部分は含みません）
重さ：約100g
素材：絹100％

[№5802-0703]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐の米びつ10kg

74,000円 (74,000ポイント)

桐の米びつ10kg1個
サイズ（cm）幅34×奥21.5×高
さ28.5

[№5802-0572]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐の茶箱（小）

74,000円 (74,000ポイント)

桐の茶箱（小）
サイズ（cm）：幅32.5×高さ23
.5×奥行20.5

[№5802-0652]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐小箱（二ッ引）

81,000円 (81,000ポイント)

桐小箱（二ッ引）1個ミツロウ
仕上
サイズ（cm）：（幅）25×（奥
）15×（高）16

[№5802-0673]結城紬真綿まとう
ショール色無地黒

165,000円 (165,000ポイント)

サイズ：約65×182cm（フリン
ジ部分は含みません）
重さ：約360g
素材：絹100％

[№5802-0650]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐のスツール（座面高さ3
5cm）

165,000円 (165,000ポイント)

桐のスツール1個ウレタン仕上
サイズ（cm）：（幅）54×（奥
）35.5×（高）47.5（座面高さ
）35

[№5802-0651]【桐タンスのヤマ
キヤ】桐のスツール（座面高さ4
1cm）

165,000円 (165,000ポイント)

桐のスツール1個ウレタン仕上
サイズ（cm）：（幅）54×（奥
）35.5×（高）54.5（座面高さ
）41

[№5802-0861]本場結城紬八寸な
ごや帯（地機）

500,000円 (500,000ポイント)

本場結城紬八寸なごや帯地機
素材：絹100％幅：約32cm長さ
：5m以上

[№5802-0862]本場結城紬八寸な
ごや帯タテ絣（高機）

500,000円 (500,000ポイント)

本場結城紬八寸なごや帯タテ絣
高機
素材：絹100％幅：約32cm長さ
：5m以上

[№5802-7051]0887本場結城紬高
機無地ピンク

800,000円 (800,000ポイント)

本場結城紬高機無地ピンク
素材：絹100％

[№5802-7052]0887本場結城紬高
機無地グレー

800,000円 (800,000ポイント)

本場結城紬高機無地グレー
素材：絹100％

[№5802-7038]0589本場結城紬地
機縞柄（ブラウン）

1,300,000円 (1,300,000ポイント)

本場結城紬地機縞柄ブラウン
絹100％巾39cm長さ12m化粧箱入
り
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[№5802-0705]本場結城紬高機無
地着尺（お仕立て付）

1,620,000円 (1,620,000ポイント)

1反入り
サイズ：約39×1,260cm絹100％

[№5802-0706]本場結城紬百亀甲
飛び柄着尺（お仕立て付）

3,310,000円 (3,310,000ポイント)

1反入り
サイズ：約39×1,300cm絹100％
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