ふるさとチョイス

香川県 さぬき市
ふるさと納税お礼の品一覧

讃岐オリーブ牛切り落とし(1kg
入)【1014934】

讃岐オリーブ牛切り落とし(2kg
入)【1235646】

讃岐オリーブ牛肩ローススライ
ス(1kg入)【1014932】

讃岐オリーブ牛モモ・肩スライ
ス(1kg入)【1014933】

19,000円

32,000円

39,000円

39,000円

香川県を代表する特産品【オリ
ーブ牛】は県木・オリーブ搾り
果実を与えて育て上げました。
きめ細かい肉質に上質なさっぱ
りとした脂身をもつ「オリー…

香川県を代表する特産品【オリ
ーブ牛】は県木・オリーブ搾り
果実を与えて育て上げました。
きめ細かい肉質に上質なさっぱ
りとした脂身をもつ「オリー…

香川県を代表する特産品【オリ
ーブ牛】は県木・オリーブ搾り
果実を与えて育て上げました。
きめ細かい肉質に上質なさっぱ
りとした脂身をもつ「オリー…

香川県を代表する特産品【オリ
ーブ牛】は県木・オリーブ搾り
果実を与えて育て上げました。
きめ細かい肉質に上質なさっぱ
りとした脂身をもつ「オリー…

【管理番号】44378

【管理番号】44396

【管理番号】44378

【管理番号】44378

令和3年香川寒川産コシヒカリ新
米2kg×2袋『エコファーマー認
定米』【1091156】

オコメール令和2年香川産おいで
まい(300g×10個真空パック精米
)【1091155】

令和3年香川寒川産コシヒカリ新
米2kg×4袋『エコファーマー認
定米』【1091157】

ピロール農法米(コシヒカリ精米
10kg)【1015306】

9,000円

17,000円

17,000円

17,000円

瀬戸内の温暖な気候ときれいな
水、水はけのよい田んぼが育て
た讃岐のコシヒカリは、「さぬ
き米」と呼ばれブランド米とし
ての地位を確立しています。…

香川県のオリジナル品種です。
近年の温暖化による夏の暑さで
西日本のお米は透明感がなくな
り品質の低下が課題となってい
ました。

瀬戸内の温暖な気候ときれいな
水、水はけのよい田んぼが育て
た讃岐のコシヒカリは、「さぬ
き米」と呼ばれブランド米とし
ての地位を確立しています。…

ピロール農法はピロール資材に
よって田んぼにらん藻を大量に
繁殖させます。らん藻は光合成
微生物であり、酸素や栄養素を
根や他の微生物に与えるのと…

【管理番号】44034

【管理番号】44034

【管理番号】44034

【管理番号】44098

令和3年香川寒川産コシヒカリ新
米2kg×10袋『エコファーマー認
定米』【1091158】

ハウスデコポン約3kg化粧箱【12
36282】

さぬきキウイっこ約1kg【123623
7】

さぬきエンジェルスイートキウ
イ約1kg化粧箱【1236277】

34,000円

14,000円

5,000円

11,000円

瀬戸内の温暖な気候ときれいな
水、水はけのよい田んぼが育て
た讃岐のコシヒカリは、「さぬ
き米」と呼ばれブランド米とし
ての地位を確立しています。…

ハウスデコポンは、ハウス内の
水分や温度など、環境をコント
ロールして栽培しています。
露地ものとは違った外観の美し
さや濃厚な味わいをお楽しみ…

一口サイズの可愛い香川県オリ
ジナル(※)キウイフルーツ「さ
ぬきキウイっこ」です。
うずらタマゴくらいの大きさで
、糖度が高く酸味が少ないのが

熟すと種子周辺部がリング状に
赤くなる香川県オリジナル(※)
キウイフルーツ「さぬきエンジ
ェルスイート」です。
糖度は、一般的なヘイワードキ

【管理番号】44034

このカタログに掲載されている情報は

【管理番号】44420

【管理番号】44420

【管理番号】44420

2021 年 11 月 04 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

さぬき市

ふるさと納税お礼の品一覧

キウイフルーツ香緑(こうりょく
)約1.5kg化粧箱【1236280】

＜地場産の無添加＞干しむきエ
ビ(100g)×2袋【1128222】

讃岐さーもん漬け丼セット【101
5165】

さぬき蛸ぶつ切りカット100g×5
袋【1137713】

11,000円

9,000円

11,000円

13,000円

美しい濃緑色の果肉を持つ香川
県オリジナル(※)キウイフルー
ツ「香緑(こうりょく)」です。
俵型(たわらがた)の外観とエメ
ラルドグリーンの美しい果肉…

塩分ひかえめで、お子様からご
年配の方まで年齢を問わず安心
してお召し上がり頂けます。
天日干しは大量生産には不向き
ですが、うま味の逃げにくい…

讃岐さーもんは、身がプリプリ
してサーモンとは思えない程の
食べ応えがあり、脂もしつこく
ありません。このサーモンの素
材を生かし、お子様から高齢…

香川県では古くから瀬戸内海で
獲れるタコを重宝し美味しく頂
いてきました。現在でも全国屈
指の水揚げ量と消費量を誇って
います。

【管理番号】44420

【管理番号】44144

【管理番号】44040

【管理番号】44217

あおりいかいか糸つくり200g×5
袋【1137712】

さぬきの天ぷら詰め合わせ(12品
)【1233089】

さぬきの天ぷら詰め合わせ(18品
)【1233091】

＜旬の獲れたてシラスを瞬間凍
結＞生シラス【1081029】

17,000円

9,000円

11,000円

9,000円

原料をキングフーズ自ら開発。
海外まで行きアオリイカを採り
、加工するところまで指導。良
質なアオリイカの中から高級品
のみを輸入しています。

さぬきの天ぷら詰め合わせ(12
品)をお届けいたします。
内容:じゃこ天2枚、いか天2枚
、えび天2枚、きくらげ天2枚、
ジャンボ天2枚、チーズ天1本、

さぬきの天ぷら詰め合わせ(18
品)をお届けいたします。
内容:じゃこ天3枚、いか天3枚
、えび天3枚、きくらげ天3枚、
ジャンボ天2枚、玉ねぎ天3枚、

【優秀賞を受賞】「生シラス」
は、令和元年度かがわ県産品コ
ンクール食品部門で「優秀賞」
を受賞しました。さぬき市での
シラス漁が5月20日に始まり…

【管理番号】44217

【管理番号】44403

【管理番号】44403

【管理番号】44034

＜ちりめんを獲る漁師が作った
お惣菜＞ちりめん佃煮×5パック
【1100773】

＜ちりめんを獲る漁師が作った
お惣菜＞ちりめんソフトふりか
け【1103660】

鮮魚味噌漬けと蒲鉾製品のセッ
ト【1015732】

鮮魚味噌漬けと蒲鉾製品の贅沢
セット【1015733】

9,000円

9,000円

19,000円

39,000円

鮮度抜群のちりめんを原材料に
、山椒を効かせて丁寧に炊き上
げた佃煮です。
白ご飯にのせたり、おにぎりの
具材にしたり・・・。米との相

大塩水産で獲った鮮度抜群のシ
ラスを天日干して出来上がった
「ちりめんじゃこ」。
それだけでも美味しい自慢のち
りめんじゃこを原材料に、塩こ

◎魚の美味しさと良質のたんぱ
く質をそのまま凝縮し、食べや
すく生まれ変わったのが、蒲鉾
製品です。低脂肪で高たんぱく
質の蒲鉾製品は、健康的な食…

◎魚の美味しさと良質のたんぱ
く質をそのまま凝縮し、食べや
すく生まれ変わったのが、蒲鉾
製品です。低脂肪で高たんぱく
質の蒲鉾製品は、健康的な食…

【管理番号】44034

このカタログに掲載されている情報は

【管理番号】44034

【管理番号】44040

【管理番号】44040

2021 年 11 月 04 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

さぬき市

ふるさと納税お礼の品一覧

讃岐でんぶく炙りべっこう丼60g
×6袋【1137714】

讃岐でんぶく炙りべっこう丼と
ぶりの炙り漬け丼各3パック合計
6パック【1137715】

烏骨鶏ギフト【1014267】

赤ぶどう酒1本【1039352】

15,000円

15,000円

16,000円

9,000円

瀬戸内で獲れたふぐの表面を香
ばしく炙ってからスライス、そ
のひと手間で魚本来の旨みや甘
みが濃縮され、おいしさが倍増
します。真空パックによりキ…

表面を香ばしく炙ったふぐとブ
リをスライスしオリジナルタレ
で漬込んだ漬け丼。
解凍してご飯にのせるだけでち
ょっと贅沢な丼ぶりの出来上が

香川県の烏骨鶏専門農場がお届
けする貴重なギフトセットです
。
瀬戸内海に面したさぬき市で健
やかに成長する烏骨鶏。

原料のぶどう「香大農R-1」は
使用するぶどうの半数以上をさ
ぬきワイナリーの農場にて育成
しています。
また、通常赤ワインで使用され

【管理番号】44217

【管理番号】44217

【管理番号】44040

【管理番号】44040

松原さんちの天然醸造米こうじ
甘酒の素40人前(3倍濃縮2キロ入
り)【1119776】

さぬきマルベリーティー3種詰め
合わせギフト【1015205】

＜かがわ県産品コンクール優秀
賞＞暮れなずむ瀬戸内の風景を
～『瀬戸のワインロール』18c…

烏骨鶏ロールケーキ「うこたま
ロール」【1133990】

9,000円

17,000円

7,000円

9,000円

1リットルの水を沸騰させ、甘
酒の素を500グラムを入れ1度か
るく沸くとできあがり。コップ
に移してお好みでしょうがを入
れてお召し上がりください。…

香川県さぬき市大川町の山間部
にある自然農法で育った桑の葉
を使った桑茶です。農薬や肥料
を使わない天然の桑茶を独自の
日本茶製法で仕上げました。…

瀬戸内海が一望できる半島の丘
の上に、海が見渡せるワイン工
場「さぬきワイナリー」があり
ます。
ここでは香川大学農学部が開発

贅沢に烏骨鶏の卵を100%使用し
ました。
表面は香ばしいサクサク感のあ
る食感。スポンジはふんわり。
烏骨鶏の濃厚な卵と和三盆の優

【管理番号】44070

【管理番号】44040

【管理番号】44067

【管理番号】44179

烏骨鶏チーズケーキ「うこたま
チーズ」【1133991】

おとなの玄米ポリッポリ詰合せ
【1117146】

米糀の甘酒ジェラート×10個【1
117145】

希少糖芋けんぴ【1220693】

11,000円

9,000円

17,000円

13,000円

パティシエ厳選のチーズ・香川
産烏骨鶏卵・香川産ジャージー
牛乳を使用した濃厚で味わい深
い極上チーズケーキが完成しま
した。

国産の玄米と大豆を合わせたグ
ルテンフリースナック。
たまねぎの芳ばしさにゴマや、
黒コショウ、ガーリックを合わ
せたポリッポリと止まらなくな

栄養価の高さから飲む点滴と言
われる甘酒をふんだんに使った
ジェラートの詰合せ
香川県産米を100%使用した甘酒
は、香川県さぬき市の麹室で製

糖蜜に「希少糖含有シロップ」
と「電子水」を使用し、「あっ
さりとした甘さ」と「しっとり
とした柔らかい食感」が特徴で
す。

【管理番号】44179

このカタログに掲載されている情報は

【管理番号】44034

【管理番号】44034

【管理番号】44322

2021 年 11 月 04 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

さぬき市

ふるさと納税お礼の品一覧

香川県さぬき市産桑粉50g×3袋
【1119529】

二段熟成半生さぬきうどん12人
前(300g×4袋)【1135208】

お土産用半生うどん(9人前)【11
37419】

冷凍カレーうどんだし・半生う
どんセット【1127061】

9,000円

5,000円

6,000円

9,000円

桑は、干した葉を「神仙茶」と
いい、健康に良いと言われ古く
から養蚕の盛んな地域では愛飲
されてきました。
タンパク質やミネラルも含まれ

製造には3日間を要し手間と時
間をかけ二段熟成した本場の讃
岐うどんです。湯がきたてを釜
揚げで食べるもよし、冷やして
ざるうどんで食べるもよし。…

さぬきうどんの最大の特徴であ
るコシの強さ、「うどんのコシ
=麺の硬さ」だと思われること
もありますがそうではありませ
ん。「噛むほどに良い弾力が…

一杯ずつ手作りで作るこだわり
の「カレーうどんだし」を冷凍
パックし、「半生うどん」とセ
ットでお届けします。付属の甘
～いあげとお好みの薬味を乗…

【管理番号】44063

【管理番号】44186

【管理番号】44210

【管理番号】44133

二段熟成半生さぬきうどん24人
前(300g×8袋)/だしつき(200ml
×2)鎌田醤油【1105036】

二段熟成半生さぬきうどん30人
前(300g×10)【1117682】

お土産用半生うどん(18人前)【1
127062】

「瀬戸・たかまつネットワーク
」うどん県のうどん食べ比べセ
ット(さぬき市)【1130995】

10,000円

10,000円

12,000円

12,000円

・おいしいの連鎖が起こる「金
川食料品店」の半生うどん
香川県さぬき市志度、四国霊場
八十六番札所の門前通りにある
「金川食料品店」。

製造には3日間を要し手間と時
間をかけ二段熟成した本場の讃
岐うどんです。
湯がきたてを釜揚げで食べるも
よし、冷やしてざるうどんで食

さぬきうどんの最大の特徴であ
るコシの強さ、「うどんのコシ
=麺の硬さ」だと思われること
もありますがそうではありませ
ん。

コシの強さで知られるさぬきう
どんは今や言わずと知れたさぬ
きの特産品です。
県内には有名うどん店が軒を連
ね休日には行列ができるほど。

【管理番号】44049

【管理番号】44049

【管理番号】44133

【管理番号】44168

生うどん&生ラーメンセット【10
15193】

＜八十八庵＞さぬきのお土産こ
だわり7種類セット【1015300】

＜津田の松原SAオリジナル＞即
席カップ「讃岐うどん」・10個
入り【1034991】

二段熟成半生さぬきうどん60人
前(300g×20袋)【1135209】

16,000円

17,000円

19,000円

20,000円

厳選した小麦粉を使用しており
ます。コシが強いのが特徴のさ
ぬきうどんとラーメンは卵を使
わず製造しており卵アレルギー
の方でも安心して食べられま…

八十八庵(やそばあん)は四国霊
場八十八番結願所大窪寺門前に
あります。当店のうどんは、香
川県産小麦「さぬきの夢」を、
大窪寺の裏山で湧くお大師様…

本場さぬきの製麺所で作られた
「うどん」を風味豊かな、いり
こだしとともに仕上げたこだわ
りの讃岐うどんです。
茹で麺タイプなので、簡単調理

製造には3日間を要し手間と時
間をかけ二段熟成した本場の讃
岐うどんです。湯がきたてを釜
揚げで食べるもよし、冷やして
ざるうどんで食べるもよし。…

【管理番号】44040

このカタログに掲載されている情報は

【管理番号】44040

【管理番号】44040

【管理番号】44186

2021 年 11 月 04 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

さぬき市

ふるさと納税お礼の品一覧

「瀬戸・たかまつネットワーク
」讃岐うどんだしのきいたドレ
ッシング、一徳庵醤油2本、手…

＜香川県さぬき市＞ふるさと納
税旅行クーポン(15,000円分)【1
259506】

目指せ!ドルフィントレーナー(2
名様)【1042740】

アルファ津田カントリークラブ
平日プレー券(1名様)【1031852
】

12,000円

50,000円

17,000円

19,000円

香川県「さぬき市・東かがわ市
・小豆島町」の人気調味料セッ
トです。
東かがわ市からは、讃岐の高級
砂糖「和三盆糖」で有名な三谷

さぬき市内での宿泊を伴う旅行
に利用できる『ふるさと納税旅
行クーポン(15,000円分)』です
。

トレーナーになってイルカ達に
サインをだしてみたいと思った
ことはありませんか?そんな夢
が叶う体験です。レクチャータ
イム付きですのでイルカだけ…

高松道津田寒川ICより車で6分
という好立地に加え、香川県で
は珍しい丘陵地のなだらかな地
形を活用したゴルフコースです
。

【管理番号】44168

【管理番号】44501

【管理番号】44040

【管理番号】44040

アルファ津田カントリークラブ
土日祝お食事付プレー券(1名様)
【1031853】

アルファ津田カントリークラブ
平日ペアプレー券(2名様)【1031
854】

アルファ津田カントリークラブ
土日祝お食事付ペアプレー券(2
名様)【1031855】

ワイン500mlのプリザーブドフラ
ワーラッピングギフト/ボックス
アレンジ【1231083】

31,000円

41,000円

62,000円

43,000円

高松道津田寒川ICより車で6分
という好立地に加え、香川県で
は珍しい丘陵地のなだらかな地
形を活用したゴルフコースです
。

高松道津田寒川ICより車で6分
という好立地に加え、香川県で
は珍しい丘陵地のなだらかな地
形を活用したゴルフコースです
。

高松道津田寒川ICより車で6分
という好立地に加え、香川県で
は珍しい丘陵地のなだらかな地
形を活用したゴルフコースです
。

香川大学農学部で開発されたオ
リジナルぶどう品種「香大農R1」にて製造したワインと、香
川県で活動しているFAA2020(フ
ラワーアートアワード2020)で

【管理番号】44040

【管理番号】44040

【管理番号】44040

【管理番号】44382

ワイン720mlのプリザーブドフラ
ワーラッピングギフト/ボックス
アレンジ【1231084】

ワイン720mlのプリザーブドフラ
ワーラッピングギフト/ハートボ
ックスアレンジ【1231085】

ワイン500mlのプリザーブドフラ
ワーラッピングギフト/ハートボ
ックスアレンジ【1231086】

すぐ使える薪(樫・クヌギ)10kg
【1238864】

43,000円

59,000円

59,000円

5,000円

香川大学農学部で開発されたオ
リジナルぶどう品種「香大農R1」にて製造したワインと、香
川県で活動しているFAA2020(フ
ラワーアートアワード2020)で

香川大学農学部で開発されたオ
リジナルぶどう品種「香大農R1」にて製造したワインと、香
川県で活動しているFAA2020(フ
ラワーアートアワード2020)で

香川大学農学部で開発されたオ
リジナルぶどう品種「香大農R1」にて製造したワインと、香
川県で活動しているFAA2020(フ
ラワーアートアワード2020)で

自然豊かなさぬき市の山で昨年
伐採した樫とクヌギを1年間乾
燥していますので、すぐ使えま
す。
火力抜群!アウトドアに、バー

【管理番号】44382

このカタログに掲載されている情報は

【管理番号】44382

【管理番号】44382

【管理番号】44413

2021 年 11 月 04 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

香川県

さぬき市

ふるさと納税お礼の品一覧

5層抗菌マスク2枚セット【11398
47】

KIRA★STARゴルフボール＜イエ
ロー(12個入り)＞【1065019】

KIRA★STARゴルフボール＜レッ
ド(12個入り)＞【1065020】

保冷機能付きマスクケース2枚セ
ット【1139838】

7,000円

9,000円

9,000円

9,000円

銀イオン抗菌効果を施した素材
を使用しておりウィルス等の侵
入を防ぐ事の出来る安全性の高
いマスクです。

見える!飛ぶ!KIRAシリーズのKI
RA★STARは、鮮やかで視認性が
高く、ゴルフが楽しくなるボー
ルです。
1コア1カバーの2層構造で、大

見える!飛ぶ!KIRAシリーズのKI
RA★STARは、鮮やかで視認性が
高く、ゴルフが楽しくなるボー
ルです。
1コア1カバーの2層構造で、大

マスクと保冷剤を収納いただけ
ます。
中はアルミ素材なので凍らせた
保冷剤などを保存して持ち歩け
るので、とても便利です。

【管理番号】44245

【管理番号】44034

【管理番号】44034

【管理番号】44245

抗菌エコバック【1139839】

抗菌機能付きマスクケース2ケセ
ット【1139841】

抗菌5層構造マスク(Mサイズ)5枚
セット【1139834】

抗菌5層構造マスク(Lサイズ)5枚
セット【1139835】

9,000円

9,000円

14,000円

14,000円

毎日使う物だから、清潔に洗っ
ていただける様に日本製の素材
にこだわり作りました。
強力な悪臭抑える脱臭素材を使
用、不快臭のみに科学的に反応

制菌防臭加工の品質を保証され
た素材だけを使用して作った日
本製マスクケースです。
毎日清潔にマスクを保管してい
ただけます。繰り返し洗えるの

全てを日本製に拘り、独自構造
で作った抗菌マスクです。口元
にはゆとりを持たせて呼吸をし
易い立体型マスク。
抗菌効果の高い銀イオンを生地

全てを日本製に拘り、独自構造
で作った抗菌マスクです。口元
にはゆとりを持たせて呼吸をし
易い立体型マスク。
抗菌効果の高い銀イオンを生地

【管理番号】44245

【管理番号】44245

【管理番号】44245

【管理番号】44245

冷感抗菌3層構造マスク(Mサイズ
)5枚セット【1139836】

冷感抗菌3層構造マスク(Lサイズ
)5枚セット【1139837】

KIRA★STAR【1015161】

＜メンズゴルフボール＞ZeusImp
act2ホワイト(12個入り/高反発)
【1087993】

14,000円

14,000円

17,000円

17,000円

吸水速乾性に優れた冷感素材を
使用して作った日本製マスクで
す。
マスク生地には銀イオン素材を
挟み込みウィルス等の侵入もし

吸水速乾性に優れた冷感素材を
使用して作った日本製マスクで
す。
マスク生地には銀イオン素材を
挟み込みウィルス等の侵入もし

見える!飛ぶ!KIRAシリーズのKI
RA★STARは、鮮やかで視認性が
高く、ゴルフが楽しくなるボー
ルです。1コア1カバーの2層構
造で、大径ソリッドコアが高い

飛びとフィーリングを両立させ
た日本製の高反発3層構造ボー
ル。
COR0.845の反発係数が、ボール
初速・飛距離をアップさせます

【管理番号】44245

このカタログに掲載されている情報は

【管理番号】44245
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香川県

さぬき市

ふるさと納税お礼の品一覧

＜メンズゴルフボール＞ZeusImp
act2イエロー(12個入り/高反発)
【1087994】

＜メンズゴルフボール＞ZeusImp
act2オレンジ(12個入り/高反発)
【1087995】

KIRASWEET(レディス用ゴルフボ
ール)【1015163】

＜MadeinSANUKIボール＞KIRABOO
N3色セット(36個入り)【1065017
】

17,000円

17,000円

37,000円

37,000円

飛びとフィーリングを両立させ
た日本製の高反発3層構造ボー
ル。
COR0.845の反発係数が、ボール
初速・飛距離をアップさせます

飛びとフィーリングを両立させ
た日本製の高反発3層構造ボー
ル。
COR0.845の反発係数が、ボール
初速・飛距離をアップさせます

見える!飛ぶ!KIRAシリーズのKI
RASWEETは、鮮やかで視認性が
高く、ゴルフが楽しくなるボー
ルです。もっと「飛び」と「フ
ィーリング」を求める女性ゴ…

見える!飛ぶ!KIRAシリーズのKI
RABOON(キラブーン)は、鮮やか
で視認性が高く、アベレージゴ
ルファーの「ワクワクする飛び
」を生みます。

【管理番号】44034

【管理番号】44034

【管理番号】44034

キャンバストートSサイズポーチ
付き【1139845】

2wayバケツ型ショルダー【11398
42】

バケツ型ショルダー【1139843】

キャンバストートMサイズ【1139
846】

30,000円

34,000円

34,000円

34,000円

お財布やお弁当や出納など横長
のフォルムで開口も広いので、
中身の出し入れがしやすいバッ
クです。
カラーは23色ございます。

丸いフォルムがとても可愛らし
いショルダーバックです。
どんなスタイルにも馴染むデザ
インで、マチも広く見た目以上
に収納力もあるショルダーバッ

スマホやお財布、ポーチなどを
入れて身軽にお出かけしたい時
にちょうど使いやすいサイズで
す。
丸いハンドルが個性的でオシャ

通勤や普段使いに便利なMサイ
ズでA4サイズも難なく収納でき
ます。
軽くて丈夫でどんなスタイルに
も馴染むデザインにて作りまし

【管理番号】44245

【管理番号】44245

【管理番号】44245

【管理番号】44245

キャンバストートLサイズ【1139
844】

キャンバス2wayトートポーチ付
き【1139840】

スタジオで撮るおへんろ写真【1
125499】

スタジオで撮る記念写真【11254
98】

35,000円

36,000円

17,000円

43,000円

マザーバックや1泊以上の旅行
にも便利なLサイズ。おむつや
着替えなどたっぷりと荷物を収
納していただけます。
軽量頒布を使っていますので、

国産頒布を使った2wayショルダ
ートート。
置いたときにしっかりと自立し
長く使い続けても型崩れせずマ
チも広いのでたっぷりと収納し

おへんろの記念にスタジオで撮
影を致します。巡礼途中にお寄
りいただいても、改めてお寄り
いただいても結構です。
大景写真館は四国八十八ヶ所霊

スタジオで記念撮影を致します
。
撮影内容は何でもOKです。お宮
参りの赤ちゃんから入学記念や
成人記念、長寿のお祝い、家族

【管理番号】44245

このカタログに掲載されている情報は
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