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昼夜の寒暖差が大きい寒冷地。この特有の気候と先
人からの知恵や工夫、技術により確かな品質の美味
しい野菜や果物、花などが作られています。

製糸業が栄えた当時、岡谷にはたくさんの人々が集まりました。
各製糸工場では従業員のために味噌等の醸造製品を作っていました。
その名残からか、現在も多くの醸造店が伝統の製法や味を守り続けています。

農作物

醸造

受付時期 ５月～６月

発送時期 ６月下旬～７月

受付時期 ３月～１1月 発送時期 ６月～１２月 受付時期 １１月～３月 発送時期 １２月～５月

発送時期 4～12月

受付時期 3～11月

寄附金額コース 10,000円

フルーツコーン
ゆめあかり
内容 /3種類のスイートコーン

五味農園
生でも食べられる甘さとやわらかさが特徴のスイート
コーンです。いちばんおいしい時にお届けいたします。

※受付時期
  5月～7月 
※発送時期
  6月～8月

寄附金額コース 10,000円

ブルーベリー
内容 /ブルーベリー1.2kg（300g 4パック）

明日香農園

緑豊かな里で育った
２０種類のブルーベ
リー。パープル色に輝
いた粒がさわやかな味
わいをお届けします。

寄附金額コース 10,000円

橋原蛍米
内容 /お米 5kg  あきたこまち

高林農園 信州長野、岡谷市の昼夜の温暖差
によりお米の旨みであるデンプンが蓄
えられ、飲料水として利用できる良
質な橋原地区にある上手漏矢山（わ
でもりやさん）の伏流水で育った米。
とてもきれいな水にはホタルが生息
しているため、『橋原蛍米』と命名。
ぜひ一度岡谷市で出来たお米をお
召し上がりください。

寄附金額コース 15,000円

岡谷産原木生椎茸
内容 /生椎茸（40 ～ 50個）

増澤椎茸栽培所
岡谷の横河川のきれ
いな水を使って原木
で育てた椎茸です。
肉厚で味・香りもと
ても良く、美味しい
です！

寄附金額コース 15,000円

信州のカーネーション
アソートメント
内容 /大輪カーネーション２６本（１３品種）

鮎沢農園
冷涼な岡谷の気候
で育てた魅力の１３
品種をセットいたし
ます。春、秋、冬は
３～５週間ほどの日
持ちですが、夏場は
１０日前後となります。

寄附金額コース 15,000円

ラナンキュラス
ラックス 花束
内容 /ラックスシリーズ　５本×３品種（３０輪）

鮎沢農園
シルクのような光沢
のある花弁が魅力
の最新の花材です。
つぼみまで開花し、
１ヶ月ほど楽しめま
す。

寄附金額コース 10,000円

喜多屋こだわり味噌
詰め合わせ1kg4種入り
内容 /手造り米糀味噌　雪娘（白、赤）
            深山さくら味噌（白）田舎こうじ味噌
有限会社喜多屋醸造店

味噌処岡谷の匠の技
を伝える手造り味噌
屋、喜多屋の香り高
き逸品の詰め合わせ
です。

寄附金額コース 10,000円

マルマンつけもの
ごいっしょセット
内容 /野沢菜漬、寒天味噌漬、小梅甘酢漬、
　　　 縞瓜奈良漬、上野大根ぬか漬
増澤醸造株式会社

伝統の製法を重ん
じながら、時代の
嗜好に合せて風味
豊かな製品を心を
込めています。

グルメ冊子やＴＶでも紹介された喜多屋の手造りみそ醤油
とＳＵＷＡプレミアム認定の新しい添えみそ ai-no-miso で
笑顔の食卓を演出

寄附金額コース 20,000円

喜多屋の手造りみそ
醤油プレミアムセット
内容
有機丸大豆使用田舎しょうゆ ４合瓶入り2本、
県産大豆・県産米使用　
手造り米こうじ味噌  雪娘 900g入り  赤 1白1、
みそソムリエ 佐々木愛プロデュース ai-no-miso燻生みそ　
ハバネロ生みそ150ｇ瓶入り  各１

有限会社喜多屋醸造店

寄附金額コース 10,000円

雪印  白雪味噌
内容 /白雪味噌粒２kg　
            漉１kg　
サスキチ味噌株式会社

無添加天然醸造で国
産米糀をたっぷり使
用し、じっくり寝かせ
て造った上品なお味
です。

寄附金額コース 15,000円

たかはしさんちのこだわりセット
内容 /酒：高天純米吟醸 720ml、
            醤油：蔵出ししょうゆ 900ml
有限会社髙橋醸造

今回は高橋醸造の
本家である高天酒
造のお酒を用意しま
した。本家の酒と私
共が心こめて作った
しょうゆをお楽し
み、御賞味下さい。

数量限定 

数量限定 

古くから市民にうなぎが食され、うなぎ屋や川魚のお店が数多く、
こだわりのある岡谷独自の味と料理を創り出しています。
岡谷のうなぎは、さばきは背開き関東風、焼きは蒸さない関西風、
濃くて甘めのタレが特徴です。

※川魚・食品・農作物については、不漁・不作の場合お取り扱いできないことがあります。

川魚

寄附金額コース 10,000円

わかさぎ唐揚
内容 /わかさぎ唐揚　450ｇ入
岡谷川魚組合
さくさくとした歯触りでカルシウムが豊富に含まれています。
おやつ、おつまみに最適です。

豊かな自然が育んだ、高品質素材。
そんな素材を使った食品は、まさ
に至極の逸品です。

食品

寄附金額コース 10,000円

蜂の子佃煮
内容 /蜂の子佃煮    150ｇ（ビン入り） １本
平成 29年度の再開は 9月の末ぐらいを予定。

株式会社階（きざはし）
昔ながらの製法と味を守り、第４回醤油名匠佃煮部門
では審査員特別賞を受賞。長野県でとれた蜂の子の佃
煮、一度食べたら忘れられない匠の味をご堪能ください。

寄附金額コース 15,000円

まゆのふるさとセット（イ）
内容 /結い５ヶ２Ｐ、糸街４ヶ、初霜５ヶ入１Ｐ、
かりん砂糖漬袋入小１、まゆ倉いっパイ杏子３ヶ
・小倉３ヶ

株式会社精良軒
シルクの街岡谷に因んだお菓子（シルクパウダー入など）
と諏訪地方の伝統菓子の詰め合わせです。

シルクの街岡谷に因んだお菓子（シルクパウダー入など）
と諏訪地方の伝統菓子の詰め合わせです。

寄附金額コース 30,000円

まゆのふるさとセット（ロ）
内容 /結い５ヶ４Ｐ、糸街５ヶ、初霜１０ヶ入１Ｐ、
かりん砂糖漬袋入小２、まゆ倉いっパイ杏子３ヶ
・小倉３ヶ、蚕糸祭２ヶ

株式会社精良軒

寄附金額コース 15,000円

国産馬刺しセット
内容 /国産馬刺し赤身 約 220g
           （約４人前／ブロック／冷凍）

有限会社山城屋肉店
馬肉の食文化が根付くまち岡谷で昔から親しまれて
いる馬刺し。高タンパク・低カロリーで体にやさし
いヘルシーなお肉です。

寄附金額コース 15,000円 個数限定  月10個

あーちゃんの美味しい幸せ便
内容 /プレーンベーグル８個
            ハートマフィン８個

あーちゃんのベーグル屋さん
卵、油脂、乳製品不使用のもっちりとしたプレーン
ベーグルとほんのりスパイスが効いた他にはない味
わいのハートマフィンのセット。

寄附金額コース 10,000円

岡谷ふるさとセット
内容 /くるみやまびこ（ハーフ３、ライト３）
シルクのまゆ玉４、地酒ケーキ、諏訪の月

有限会社ヌーベル梅林堂
岡谷市を連想させる、おいしいお菓子の詰め合わせ
地元の特色と材料にこだわりました。

寄附金額コース 10,000円

ショップで人気のお菓子詰め合わせ
内容 /焼ドーナツおまかせ４個
            クッキーおまかせ 12個

社会福祉法人有倫会ソレイユ
岡谷にある、福祉施設です。直営ショップで人気の
商品ばかりを集めた美味しいセットです。

寄附金額コース 20,000円

信州産蜂蜜ペアセット（トチ・百花 各1.2kg）
内容 /トチ蜂蜜 1.2kgビン入１本
            百花蜂蜜 1.2kgビン入１本

金原養蜂

稀少なトチ蜂蜜とビタミンミネラル豊富な百花蜂蜜のペアセットになります。
【信州産トチ蜂蜜】
トチの木は自生している数が少ないため、流通の少ない貴重な蜂蜜です。当養蜂では、主に
小木曽国有林で採集しています。コクがあるしっかりとした甘みが特長で、生ジュースやヨー
グルトに最適です。
【信州産百花蜂蜜】
アカシア、トチ、リンゴ、山桜などをはじめ、野山に咲く様々な花の蜜の混合なので、ビタミン・
ミネラルが豊富です。
栄養価の高い、濃い味わいは蜂蜜らしさを好む方に人気！
ナッツやチーズとも合い、青梅を漬けた百花蜂蜜を炭酸割りやお湯割りで飲むのもおすすめです！

寄附金額コース 10,000円

寄附金額コース 30,000円

うなぎ蒲焼(真空パック)1人前

うなぎ蒲焼(真空パック) 3人前

内容 /うなぎの蒲焼き (真空パック )1人前

うなぎのまち岡谷の会

内容 /うなぎの蒲焼き (真空パック ) 3人前

うなぎのまち岡谷の会

発送時期  年内まで(12月)
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商品ばかりを集めた美味しいセットです。

寄附金額コース 20,000円

信州産蜂蜜ペアセット（トチ・百花 各1.2kg）
内容 /トチ蜂蜜 1.2kgビン入１本
            百花蜂蜜 1.2kgビン入１本

金原養蜂

稀少なトチ蜂蜜とビタミンミネラル豊富な百花蜂蜜のペアセットになります。
【信州産トチ蜂蜜】
トチの木は自生している数が少ないため、流通の少ない貴重な蜂蜜です。当養蜂では、主に
小木曽国有林で採集しています。コクがあるしっかりとした甘みが特長で、生ジュースやヨー
グルトに最適です。
【信州産百花蜂蜜】
アカシア、トチ、リンゴ、山桜などをはじめ、野山に咲く様々な花の蜜の混合なので、ビタミン・
ミネラルが豊富です。
栄養価の高い、濃い味わいは蜂蜜らしさを好む方に人気！
ナッツやチーズとも合い、青梅を漬けた百花蜂蜜を炭酸割りやお湯割りで飲むのもおすすめです！

寄附金額コース 10,000円

寄附金額コース 30,000円

うなぎ蒲焼(真空パック)1人前

うなぎ蒲焼(真空パック) 3人前

内容 /うなぎの蒲焼き (真空パック )1人前

うなぎのまち岡谷の会

内容 /うなぎの蒲焼き (真空パック ) 3人前

うなぎのまち岡谷の会

発送時期  年内まで(12月)
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受付時期 4～9月 体験期間 4～11月

寄附金額コース  50,000円

受付時期 4～9月 体験期間 4～11月

受付時期 9～2月 体験期間10～3月 受付時期 9～2月 体験期間10～3月

受付時期 9～2月 体験期間10～3月 受付時期 9～2月 体験期間10～3月

体験期間
６月２４日～11月４日

期間限定

桑は、製糸業で栄えた岡谷にとって馴染み深い植物です。
当時はシルクを生み出す蚕の食べ物として大事にされましたが、
近年では、その高い栄養価が健康食品として大変注目されています。

桑

美しい山々に囲まれた諏訪湖でのワカサギ釣り
は、まさに冬の代名詞。その他にも、壮大なロケ
ーションの中でのゴルフや、ひときわ美味しい手
作り味噌など、思う存分お楽しみください。

体験

寄附金額コース 20,000円

鳥居平やまびこ公園ご優待Ａプラン
内容 /・バーベキューＡセット（2～ 3人用）
・どんぐりポッポ 1日乗車券 1,000円分または
プリンス＆スカイラインミュージアム入場券 1,000円分

公益財団法人
おかや文化振興事業団

諏訪湖と八ヶ岳連峰が織りなす美しい景色を楽しみながらの
バーベキューは格別。広い園内を周遊するトレイン｢どんぐり
ポッポ｣で移動すれば、四季折々の草木が匂いたつ自然との
ふれあいもお楽しみいただけます。また、園内には伝説的名
車｢スカイライン｣の博物館｢プリンス＆スカイラインミュージア
ム｣や幼児向け用具、サマーボブスレー、マレットゴルフ場な
どもあり、ご家族皆様で一日中お楽しみいただけます。

寄附金額コース 15,000円

やまびこスケートの森
アイスアリーナ利用チケット
内容 /アイスアリーナの利用チケット４千円分
株式会社やまびこスケートの森

アイスアリーナの営業品目に
ついては、すべてご利用いた
だけます。（一般滑走・貸切・
教室・研磨など）１００円単
位で利用できるので、使い方
は自由で便利です。
スケートをもっともっと楽しもう！！

寄附金額コース 20,000円

おかや温泉
ロマネット美肌の湯券
内容 /ロマネット美肌の湯券　１０枚セット
株式会社やまびこスケートの森

加水無しの１００％天然温
泉。メタケイ酸を豊富に含む
美人の湯、美肌の湯に浸か
り、お肌のつるつる感、保湿
感を堪能し、天然温泉の巣
晴らしさをぜひ味わってくださ
い。今話題の「サウナロウリ
ュ（熱波）」サービスも提供中！

平日 ゴルフ１泊１プレー
（３食付）まるごと宿泊券
内容 /平日プレー日が基準。宿泊、プレー、
            食事が全てパックになったプラン
諏訪レイクヒルカントリークラブ
諏訪レイクヒルカントリークラブの宿泊ゴルフパックです。
プレー日前日の宿泊、宿泊日の夕食、プレー日の朝食、昼
食がセットとなってます。

寄附金額コース 15,000円

ワカサギ釣り２時間パック
（大人一人分）
内容 /平日限定２時間　予約不可　

民宿みなと
手ぶらでわかさぎ釣りをお楽しみ頂ける大変お得な平日限定パック
です。 わかさぎ釣りが初めて方、カップル、ご家族連れにお勧めです。
 熟練スタッフが時間の許す限りアドバイスさせて頂きます。 

寄附金額コース 20,000円

ワカサギ釣り 1日利用券
（大人一人分）
内容 /わかさぎ釣り１日利用券
            乗船料金、遊漁券、貸し竿、エサ仕掛け込み
民宿みなと
本格派からお子様連れのご家族まで幅広いお客様にワカサ
ギ釣りをお楽しみ頂けますよう熟練スタッフが皆様のワカサ
ギ釣りをサポートします。

寄附金額コース 60,000円

土日祝 ゴルフ１泊１プレー
（３食付）まるごと宿泊券
内容 /土日祝プレー日が基準。宿泊、プレー、
            食事が全てパックになったプラン
諏訪レイクヒルカントリークラブ
諏訪レイクヒルカントリークラブの宿泊ゴルフパックです。
プレー日前日の宿泊、宿泊日の夕食、プレー日の朝食、昼
食がセットとなってます。

寄附金額コース 40,000円

わかさぎ宿泊セット 
金・土・祝日前（大人一人分）
内容 /金・土・祝日前、朝食・夕食付
            年末年始と花火大会当日
          （8/15と 9月第 1週）は対象外となります。
民宿みなと
宿泊（1泊 2食付き）と釣り船（ドーム船、和船、ボート
のいずれか）がセット

寄附金額コース 40,000円

まる得ワカサギ釣り泊パック
【平日限定】（ドーム船、大人一人分）
内容 /平日限定（金・土・祝日前、12月29日～1月7日以外）
           朝食・夕食付

民宿みなと
宿泊（1泊 2食付き）と釣り船（ドーム船、和船、ボート
のいずれか）がセットのプランです。 お一人様から団体様
までご利用になれます。お電話にてご予約お願いします。

寄附金額コース 10,000円

沙羅桑（菓子）詰合せセット
内容 /沙羅桑煎餅 3枚、沙羅桑サブレ４枚、
            沙羅桑飴５個、桑甘露５本

株式会社ストリーム
食物工場栽培の桑葉をお菓子にアレンジしてみました。
定番のサブレのほか、岡谷市の甘味噌を塗った上に桑の
葉を乗っけた煎餅。沙羅桑飴は水飴に桑葉粉末がたっ
ぷり入った甘さ控えめな飴です。人気のお菓子を全て楽
しめる詰合せギフトになります。

寄附金額コース 15,000円

沙羅桑（麺）詰合せセット
内容 /沙羅桑そば１本（200ｇ）、
            沙羅桑うどん 1本（200ｇ）、
            希釈用つゆ４個、粉末桑緑茶 桑甘露20本
株式会社ストリーム
信州産の蕎麦粉と小麦に食物工場で栽培した桑葉粉末
を配合した新感覚の麺になります。桑の持つモチモチ感
が特徴で生野菜と一緒に和えたサラダ麺として食べるの
がお勧めです。人気の桑甘露（お茶）と一緒にどうぞ！

寄附金額コース 10,000円

髙天　純米吟醸
内容 /髙天　純米吟醸　720ml（武井武雄ﾗﾍﾞﾙ）
髙天酒造株式会社
武井武雄の絵を使った、特別ﾗﾍﾞﾙの純米吟醸です。

自然豊かな山々から流れ出る美味しい伏流水を活かして
諏訪湖周辺には多くの蔵元があります。
地元で愛される岡谷市自慢の日本酒をお楽しみください。

酒

寄附金額コース 10,000円

神渡　純米吟醸
内容 /神渡　純米吟醸　720ml（武井武雄ﾗﾍﾞﾙ）
株式会社豊島屋
長野県産米を全量使用した純米吟醸です。柔らかな口当り
のお酒です。

明治時代のはじめ頃、岡谷の人々は諏訪式操糸機を開発しました。
その技術は全国に普及し、岡谷で生産された生糸の多くは輸出され、
「シルク岡谷」の名が世界に轟きました。

寄附金額コース 15,000円

シルクソープセット
内容 /シルク石鹸、Sｻｲｽﾞ詰替 3、
            ケース 1、手拭 2

株式会社宮坂製糸所
長野県産繭を原料とした高品質、上質のシルクを利用
製糸工場が自身を持って販売

シルク

寄附金額コース 15,000円

多機能鮮度保持絹シートアクアシルク
内容 /乾式絹不織布（絹 60%、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ40%）
            48cm×48cm 2枚入　5袋

新増澤工業株式会社
絹を構成するﾀﾝﾊﾟｸ質は多くの微細孔を持ち、さらに
多くの活性基を持っております。この構造により有害
ガス（エチレンガス、アンモニア等）を吸着いたします。

寄附金額コース 20,000円 個数限定  月10個

シルクパフセット
内容 /シルクパフ 1個、シルクジェル 1個、
            シルクソープ（Ｍサイズケース付）1個

株式会社宮坂製糸所
シルクソープとシルクジェルに加えてマッサージ用
のシルクパフをセットにしたお買い得品

寄附金額コース 40,000円

絹やすらぎ（漆塗り）
内容 /シルクランプシェード １個

味澤製絲株式会社
木部が漆塗りで、自然の葉がシルク１００％の
シェードの中に入っている行灯

寄附金額コース 40,000円

手織り  絹ネクタイ
内容 /手織り　絹ネクタイ　１本
          【黒、アズキ、ピンクから選択】

岡谷絹工房
手織りネクタイは締めやすく工房でも長く好評の商品
です。広い年齢層に、ご愛用いただけます。

寄附金額コース 60,000円

絹ＡＩＫＡ
内容 /絹ＡＩＫＡ　1個

エーピーエヌ株式会社
「シルク岡谷」の宮坂製糸所の高級シルクを使用した
テーブルライト！蝋燭の灯の様な揺らぐＬＥＤライトが
優しく照らします。

寄附金額コース 70,000 円

手織り  絹マフラー
内容 /手織り絹マフラー
           （当工房オリジナルデザイン）　１本

岡谷絹工房
夏は涼しく、冬は暖かく１年通して楽しめるシルク
の手織りマフラーです。

寄附金額コース 25,000円

神渡　純米大吟醸
内容 /神渡　純米大吟醸　1800ml（箱入り）
株式会社豊島屋
最高級品にふさわしい膨らみのある香りと奥深い味わい、
特別な日に味わってほしいお酒です。

寄附金額コース 20,000円

髙天　純米大吟醸
内容 /髙天　純米大吟醸　720ml（木箱入り）
髙天酒造株式会社
米だけで醸した杜氏入魂の酒を生詰・無濾過原酒でお届けい
たします。

受注生産のため、発送までに約２ヶ月かかります。 受注生産のため、発送までに約２ヶ月かかります。

受注生産のため、発送までに約２ヶ月かかります。

寄附金額コース 80,000 円

絹小春
内容 /絹小春　（背負い型シルク防寒インナー）
           サイズ：Ｍ・Ｌ

岡谷絹工房
シルクの裏起毛で薄手であたたか。腰元までカバー
するので背中全体が暖まります。帯電性が低いので
静電気でパチッとしません。

個数限定  70 個

個数限定  70 個
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受付時期 4～9月 体験期間 4～11月

寄附金額コース  50,000円

受付時期 4～9月 体験期間 4～11月

受付時期 9～2月 体験期間10～3月 受付時期 9～2月 体験期間10～3月

受付時期 9～2月 体験期間10～3月 受付時期 9～2月 体験期間10～3月

体験期間
６月２４日～11月４日

期間限定

桑は、製糸業で栄えた岡谷にとって馴染み深い植物です。
当時はシルクを生み出す蚕の食べ物として大事にされましたが、
近年では、その高い栄養価が健康食品として大変注目されています。

桑

美しい山々に囲まれた諏訪湖でのワカサギ釣り
は、まさに冬の代名詞。その他にも、壮大なロケ
ーションの中でのゴルフや、ひときわ美味しい手
作り味噌など、思う存分お楽しみください。

体験

寄附金額コース 20,000円

鳥居平やまびこ公園ご優待Ａプラン
内容 /・バーベキューＡセット（2～ 3人用）
・どんぐりポッポ 1日乗車券 1,000円分または
プリンス＆スカイラインミュージアム入場券 1,000円分

公益財団法人
おかや文化振興事業団

諏訪湖と八ヶ岳連峰が織りなす美しい景色を楽しみながらの
バーベキューは格別。広い園内を周遊するトレイン｢どんぐり
ポッポ｣で移動すれば、四季折々の草木が匂いたつ自然との
ふれあいもお楽しみいただけます。また、園内には伝説的名
車｢スカイライン｣の博物館｢プリンス＆スカイラインミュージア
ム｣や幼児向け用具、サマーボブスレー、マレットゴルフ場な
どもあり、ご家族皆様で一日中お楽しみいただけます。

寄附金額コース 15,000円

やまびこスケートの森
アイスアリーナ利用チケット
内容 /アイスアリーナの利用チケット４千円分
株式会社やまびこスケートの森

アイスアリーナの営業品目に
ついては、すべてご利用いた
だけます。（一般滑走・貸切・
教室・研磨など）１００円単
位で利用できるので、使い方
は自由で便利です。
スケートをもっともっと楽しもう！！

寄附金額コース 20,000円

おかや温泉
ロマネット美肌の湯券
内容 /ロマネット美肌の湯券　１０枚セット
株式会社やまびこスケートの森

加水無しの１００％天然温
泉。メタケイ酸を豊富に含む
美人の湯、美肌の湯に浸か
り、お肌のつるつる感、保湿
感を堪能し、天然温泉の巣
晴らしさをぜひ味わってくださ
い。今話題の「サウナロウリ
ュ（熱波）」サービスも提供中！

平日 ゴルフ１泊１プレー
（３食付）まるごと宿泊券
内容 /平日プレー日が基準。宿泊、プレー、
            食事が全てパックになったプラン
諏訪レイクヒルカントリークラブ
諏訪レイクヒルカントリークラブの宿泊ゴルフパックです。
プレー日前日の宿泊、宿泊日の夕食、プレー日の朝食、昼
食がセットとなってます。

寄附金額コース 15,000円

ワカサギ釣り２時間パック
（大人一人分）
内容 /平日限定２時間　予約不可　

民宿みなと
手ぶらでわかさぎ釣りをお楽しみ頂ける大変お得な平日限定パック
です。 わかさぎ釣りが初めて方、カップル、ご家族連れにお勧めです。
 熟練スタッフが時間の許す限りアドバイスさせて頂きます。 

寄附金額コース 20,000円

ワカサギ釣り 1日利用券
（大人一人分）
内容 /わかさぎ釣り１日利用券
            乗船料金、遊漁券、貸し竿、エサ仕掛け込み
民宿みなと
本格派からお子様連れのご家族まで幅広いお客様にワカサ
ギ釣りをお楽しみ頂けますよう熟練スタッフが皆様のワカサ
ギ釣りをサポートします。

寄附金額コース 60,000円

土日祝 ゴルフ１泊１プレー
（３食付）まるごと宿泊券
内容 /土日祝プレー日が基準。宿泊、プレー、
            食事が全てパックになったプラン
諏訪レイクヒルカントリークラブ
諏訪レイクヒルカントリークラブの宿泊ゴルフパックです。
プレー日前日の宿泊、宿泊日の夕食、プレー日の朝食、昼
食がセットとなってます。

寄附金額コース 40,000円

わかさぎ宿泊セット 
金・土・祝日前（大人一人分）
内容 /金・土・祝日前、朝食・夕食付
            年末年始と花火大会当日
          （8/15と 9月第 1週）は対象外となります。
民宿みなと
宿泊（1泊 2食付き）と釣り船（ドーム船、和船、ボート
のいずれか）がセット

寄附金額コース 40,000円

まる得ワカサギ釣り泊パック
【平日限定】（ドーム船、大人一人分）
内容 /平日限定（金・土・祝日前、12月29日～1月7日以外）
           朝食・夕食付

民宿みなと
宿泊（1泊 2食付き）と釣り船（ドーム船、和船、ボート
のいずれか）がセットのプランです。 お一人様から団体様
までご利用になれます。お電話にてご予約お願いします。

寄附金額コース 10,000円

沙羅桑（菓子）詰合せセット
内容 /沙羅桑煎餅 3枚、沙羅桑サブレ４枚、
            沙羅桑飴５個、桑甘露５本

株式会社ストリーム
食物工場栽培の桑葉をお菓子にアレンジしてみました。
定番のサブレのほか、岡谷市の甘味噌を塗った上に桑の
葉を乗っけた煎餅。沙羅桑飴は水飴に桑葉粉末がたっ
ぷり入った甘さ控えめな飴です。人気のお菓子を全て楽
しめる詰合せギフトになります。

寄附金額コース 15,000円

沙羅桑（麺）詰合せセット
内容 /沙羅桑そば１本（200ｇ）、
            沙羅桑うどん 1本（200ｇ）、
            希釈用つゆ４個、粉末桑緑茶 桑甘露20本
株式会社ストリーム
信州産の蕎麦粉と小麦に食物工場で栽培した桑葉粉末
を配合した新感覚の麺になります。桑の持つモチモチ感
が特徴で生野菜と一緒に和えたサラダ麺として食べるの
がお勧めです。人気の桑甘露（お茶）と一緒にどうぞ！

寄附金額コース 10,000円

髙天　純米吟醸
内容 /髙天　純米吟醸　720ml（武井武雄ﾗﾍﾞﾙ）
髙天酒造株式会社
武井武雄の絵を使った、特別ﾗﾍﾞﾙの純米吟醸です。

自然豊かな山々から流れ出る美味しい伏流水を活かして
諏訪湖周辺には多くの蔵元があります。
地元で愛される岡谷市自慢の日本酒をお楽しみください。

酒

寄附金額コース 10,000円

神渡　純米吟醸
内容 /神渡　純米吟醸　720ml（武井武雄ﾗﾍﾞﾙ）
株式会社豊島屋
長野県産米を全量使用した純米吟醸です。柔らかな口当り
のお酒です。

明治時代のはじめ頃、岡谷の人々は諏訪式操糸機を開発しました。
その技術は全国に普及し、岡谷で生産された生糸の多くは輸出され、
「シルク岡谷」の名が世界に轟きました。

寄附金額コース 15,000円

シルクソープセット
内容 /シルク石鹸、Sｻｲｽﾞ詰替 3、
            ケース 1、手拭 2

株式会社宮坂製糸所
長野県産繭を原料とした高品質、上質のシルクを利用
製糸工場が自身を持って販売

シルク

寄附金額コース 15,000円

多機能鮮度保持絹シートアクアシルク
内容 /乾式絹不織布（絹 60%、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ40%）
            48cm×48cm 2枚入　5袋

新増澤工業株式会社
絹を構成するﾀﾝﾊﾟｸ質は多くの微細孔を持ち、さらに
多くの活性基を持っております。この構造により有害
ガス（エチレンガス、アンモニア等）を吸着いたします。

寄附金額コース 20,000円 個数限定  月10個

シルクパフセット
内容 /シルクパフ 1個、シルクジェル 1個、
            シルクソープ（Ｍサイズケース付）1個

株式会社宮坂製糸所
シルクソープとシルクジェルに加えてマッサージ用
のシルクパフをセットにしたお買い得品

寄附金額コース 40,000円

絹やすらぎ（漆塗り）
内容 /シルクランプシェード １個

味澤製絲株式会社
木部が漆塗りで、自然の葉がシルク１００％の
シェードの中に入っている行灯

寄附金額コース 40,000円

手織り  絹ネクタイ
内容 /手織り　絹ネクタイ　１本
          【黒、アズキ、ピンクから選択】

岡谷絹工房
手織りネクタイは締めやすく工房でも長く好評の商品
です。広い年齢層に、ご愛用いただけます。

寄附金額コース 60,000円

絹ＡＩＫＡ
内容 /絹ＡＩＫＡ　1個

エーピーエヌ株式会社
「シルク岡谷」の宮坂製糸所の高級シルクを使用した
テーブルライト！蝋燭の灯の様な揺らぐＬＥＤライトが
優しく照らします。

寄附金額コース 70,000 円

手織り  絹マフラー
内容 /手織り絹マフラー
           （当工房オリジナルデザイン）　１本

岡谷絹工房
夏は涼しく、冬は暖かく１年通して楽しめるシルク
の手織りマフラーです。

寄附金額コース 25,000円

神渡　純米大吟醸
内容 /神渡　純米大吟醸　1800ml（箱入り）
株式会社豊島屋
最高級品にふさわしい膨らみのある香りと奥深い味わい、
特別な日に味わってほしいお酒です。

寄附金額コース 20,000円

髙天　純米大吟醸
内容 /髙天　純米大吟醸　720ml（木箱入り）
髙天酒造株式会社
米だけで醸した杜氏入魂の酒を生詰・無濾過原酒でお届けい
たします。

受注生産のため、発送までに約２ヶ月かかります。 受注生産のため、発送までに約２ヶ月かかります。

受注生産のため、発送までに約２ヶ月かかります。

寄附金額コース 80,000 円

絹小春
内容 /絹小春　（背負い型シルク防寒インナー）
           サイズ：Ｍ・Ｌ

岡谷絹工房
シルクの裏起毛で薄手であたたか。腰元までカバー
するので背中全体が暖まります。帯電性が低いので
静電気でパチッとしません。

個数限定  70 個

個数限定  70 個
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寄附金額コース 70,000円

インテリア風
小型水耕栽培装置
内容 /幅 320×奥行 167×高さ270mm、 約 2.5kg
            レタス種 10粒×2袋、固形肥料付き

エーシック株式会社  岡谷工場
キッチンカウンターやリビングにも手
軽に置ける省スペース型。レタスや
ハーブなどの植物を水耕栽培可能。
イルミネーション機能搭載でインテ
リアとしても楽しめます。接着剤を一
切使わないアクリル板を採用。組立・
分解が容易で隅々まで洗えて衛生
的。独自の水循環構造で水の腐敗
を抑制。養液の状態を保てます。

寄附金額コース 40,000円

八ヶ岳ウイスキーグラス
ペアセット
内容 /ウイスキーグラス金巻１ヶ、
            プラチナ巻１ヶ
株式会社ベン・フーサン工房

トリミングした八ヶ岳を
ウイスキーグラスの底に
彫込みました。飲み物
の色によって八ヶ岳が
様々な表情を現せます。
そんな粋なグラスは、ひ
とつひとつ職人の手によ
って作られています。

寄附金額コース 60,000円

純チタンネックレス
【６mm喜平】
内容 /【６mm喜平】【フィガロチェーン】
　　　【アズキ（平）大】から選択

株式会社ソーデナガノ
チタンは＜軽く強い＞
＜耐蝕性＞等に優
れ、人に優しくアレル
ギーフリーな金属で
す。

チタンは＜軽く強い＞
＜耐蝕性＞等に優
れ、人に優しくアレル
ギーフリーな金属で
す。

チタンは＜軽く強い＞
＜耐蝕性＞等に優
れ、人に優しくアレル
ギーフリーな金属で
す。

寄附金額コース 60,000円

純チタンネックレス
【フィガロチェーン】
内容 /【６mm喜平】【フィガロチェーン】
　　　【アズキ（平）大】から選択

株式会社ソーデナガノ

寄附金額コース 60,000円

純チタンネックレス
【アズキ（平）大】
内容 /【６mm喜平】【フィガロチェーン】
　　　【アズキ（平）大】から選択

株式会社ソーデナガノ

寄附金額コース 60,000円

木曽檜のまな板
内容 /木曽檜のまな板　１枚
　　　材種：木曽檜の天然林を使用
　　　寸法約：200～240mm × 330～450mm 
　　　厚さ：30～35ｍｍ

小島屋

信州の厳しい自然環境の元で育った天然のきそひのき材を使用したまな板です。
ひのきの木は日本と台湾にのみ分布しており、古くから保存性、耐久性ともに非常に優れた良質な建材として神社
仏閣､お城に使用されてきました。世界最古の木造建築、法隆寺(世界遺産)にも使用されています。
最近では、伊勢神宮の式年遷宮や名古屋城本丸御殿復元に「木曽檜」が使用されました。信州の木曽地方のきそ
ひのきの木は寒暖の差が激しく、雨量が多く、厳しい環境下で育ったゆえに緻密な木目と美しい木肌が特徴であ
り、さらにその香りの良さだけではなく、ひのきに含まれる成分からは、抗菌効果、気分を落ちつかせる効果などが
認められていることからひのき材のなかで最も優れていると云われています。それは世界一のひのき材ということ
になります。天然林に限っては年輪の数を目視で数えられない程に木目が詰まっています。水きれを良くするため
にカンナで仕上げてあります。まな板を持ち上げ易いように両端を大きく面取りしてあります。
まな板を水で濡らすとひのきの香りが一段と香ります。ぜひ一度お試しを。まな板は消耗品になりますので、一年
に一回は表面を削ることをおススメ致します。
※「25K-004  きそひのきのまな板」との違いは、人工林であるか、天然林であるかの違いになります。両者の違いは
木目の詰まり方が違い、目が詰まっているほう（天然林）が同じ体積でみると重量が軽くなります。

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 50,000円

一眼レフカメラ用
ハンドストラップ
内容 /革製品（一眼レフカメラ用ハンドストラップ）１個　
            カラー【黒、こげ茶、茶、赤、緑、紺から選択】

Design Store takajin
革で作成した一眼レフカ
メラ用のハンドグリップ
です。

寄附金額コース 100,000円
お膳（白木）
内容 /お膳 １枚
サイズ：縦 330㎜× 横 530㎜×高さ 30㎜   重さ：800g
※国産クリ材を使用しております。

国産無垢材を使用したお膳。
材料にはすべてに国産無垢材を使用し、安心安全な無色透明
の植物性オイルを二度塗りしており、輪染みに強いものになり
ます。また、見た目よりも驚くほど軽量に設計されており、持っ
た時のその軽さに驚きます。お膳は重ねて置くことができ、保
管が大変しやすいので、飲食店などの業務用にとっても重宝し
ます。（重ねて置く場合に長手方向にはズレません）
受注生産のため、発送までに３～４カ月程かかります

小島屋

受注生産のため、発送までに1～3ヶ月程かかります。

寄附金額コース 130,000円

お膳（黒木）
内容 /お膳　１枚
　　    サイズ：縦 330㎜× 横 530㎜×高さ 30㎜
　　    重さ：800g
※国産クリ材をタンニン加工（顔料、染料などは使
　用しておりません）、オイル仕上げしております。
小島屋

国産無垢材を使用した職人こだわりのお膳。
～森で見た立木の圧倒的な迫力～
何十年、何百年、風雪に耐え忍び、生きた証しを宿す木
材からは躍動感と生命力を感じます。この感覚を家具に
表現したいとの思いから、一部分に木の端の耳といわれ
る部分を使用しています。「羽織の裏に贅を尽くす」という
言葉のとおり、隠れたところ、小さなところに心を尽くすと
いう日本人特有の美的感覚を、自然の造形美を用いる
ことで表現した、職人のこだわりが溢れる一品です。材料
にはすべてに国産無垢材を使用し、安心安全な無色透
明の植物性オイルを二度塗りしており、輪染みに強いも
のになります。また、見た目よりも驚くほど軽量に設計され
ており、持った時のその軽さに驚きます。
お膳は重ねて置くことができ、保管が大変しやすいので、
飲食店などの業務用にとっても重宝します。（重ねて置く
場合に長手方向にはズレません）
受注生産のため、発送までに3～4ヶ月程かかります。

岡谷は戦後、時計やカメラなどを中心とした精密工業が盛んとなり、「東洋のスイス」と言われ発
展してきました。現在も最先端の技術を持つ企業が多く集積しており、その地域性から、「ものづ
くり」に関して造詣が深く、職人たちの想いが込められた商品が数多く生み出されています。

ものづくり

受注生産のため、発送までに約1ヶ月半程かかります。

受注生産のため、発送までに約1ヶ月程かかります。

寄附金額コース 10,000 円

信州の風景ナイフレスト
（箸・スプーン・フォーク・
 ナイフ置き）
内容
①美しい信州の風景セット【８個入り】
※信州が誇る美しい風景８種類。
②国宝松本城・上高地セット【８個入り】　
※観光スポットとして大人気の国宝松本城や上高地８種類。
　のどちらか一方を選択できます。

株式会社サンユー製作所

寄附金額コース 10,000円

畳の縁（へり）で作った
トートバッグ No.1
内容 /トートバッグ（29cm×35cm×21cm）
有限会社宮坂畳商事

懐かしいのに新しい。
日本の日常生活の中で
馴染みの深い畳。その
縁（へり）を使ってバッ
グを作りました。帯・
着物生地とは違った風
合い、軽くて丈夫なバッ
グはいかがですか？

寄附金額コース 15,000円寄附金額コース 15,000円

精密コマ NEXT-URANUS
内容 /精密コマ

トップスピン合同会社

DANCAM DC01
組み立てキット
内容 /ダンボール製 一眼レフカメラ 
合同会社モノゴ
寄附金額コース 25,000円

DANCAM DC01
ベーシック
内容 /ダンボール製一眼レフカメラ（完成品）
合同会社モノゴ

精密ﾒｰｶｰが作っ
た本気の精密ｺﾏ。
ｽﾃﾝﾚｽ材からの丸
ごと削り出し。
直径 18.9mm

原点への進化を遂げる写真機

撮る思い出も残すカメラ

寄附金額コース 15,000円

七宝ぐい呑み（炭透）
内容 /ぐい呑み １個 直径 80mm、深さ 50mm

和（なごみ）工作所

寄附金額コース 15,000円

七宝ぐい呑み（中赤）
内容 /ぐい呑み １個 直径 80mm、深さ 50mm

和（なごみ）工作所
銅版を叩いて形をつくり七宝焼きを施し
てあります。冷酒を楽しむための器で
す。色は①炭透と②中赤があります。

岡谷産桑を使用した手づくり
焼菓子と手漉き紙セット

岡谷の障がい者支
援施設で作られたご
祝儀袋とクッキーの
詰合せセットになり
ます。

”美しい信濃の風景を食卓へ ”
美しい信濃の風景が描かれた箸置き８個セットになりま
す。素材には錆びにくいステンレス鋼を使用し、優れた焼
き付き塗装により、絵柄を鮮明になり、傷もつきにくい工
夫が施されております。食器洗浄機での使用も可能です。
また、四脚にすることで、ガタつきを無くし、テーブルなど
が傷つかないようになっています。　インテリアの一品とし
て、またギフト用にも満足のできる仕上がりです。
※返礼品はナイフレストのみとなり、箸はついておりません。

寄附金額コース 30,000円

ステンレス製花器～すわ湖姫～
内容 /ステンレス製花器～すわ湖姫～ １本

フラワーエモーション

受注生産のため、発送までに約3週間程かかります。

寄附金額コース 30,000円

山モデル
内容 /山モデル１個　
            【サイズ】（高さ 5cm×縦 10cm×横 10cm）
            【材質】アルミニウム材【加工】削り出し

有限会社佐藤製作所
お好きな山、思い出の
ある山、あなただけの
山をオーダーメイドで
製作します。

寄附金額コース 20,000円

精密コマNEXT-CHRONUS
内容 /精密コマ

精密コマＳＨＯＰネクスト
精密メーカーが作った本気の精密コマ。直径20mm、
高さ22mm、21グラムのどっしりボディ。
先端部にステンレスの焼入れ鋼球を圧入することによ
り耐久性が向上。安定期には「時が止まっているよう
な」走行が可能。公式記録10分11秒

クールなステンレス
素材で洗練された
フォルムの花器。
心豊かな生け花をお
楽しみ下さい。
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寄附金額コース 70,000円

インテリア風
小型水耕栽培装置
内容 /幅 320×奥行 167×高さ270mm、 約 2.5kg
            レタス種 10粒×2袋、固形肥料付き

エーシック株式会社  岡谷工場
キッチンカウンターやリビングにも手
軽に置ける省スペース型。レタスや
ハーブなどの植物を水耕栽培可能。
イルミネーション機能搭載でインテ
リアとしても楽しめます。接着剤を一
切使わないアクリル板を採用。組立・
分解が容易で隅々まで洗えて衛生
的。独自の水循環構造で水の腐敗
を抑制。養液の状態を保てます。

寄附金額コース 40,000円

八ヶ岳ウイスキーグラス
ペアセット
内容 /ウイスキーグラス金巻１ヶ、
            プラチナ巻１ヶ
株式会社ベン・フーサン工房

トリミングした八ヶ岳を
ウイスキーグラスの底に
彫込みました。飲み物
の色によって八ヶ岳が
様々な表情を現せます。
そんな粋なグラスは、ひ
とつひとつ職人の手によ
って作られています。

寄附金額コース 60,000円

純チタンネックレス
【６mm喜平】
内容 /【６mm喜平】【フィガロチェーン】
　　　【アズキ（平）大】から選択

株式会社ソーデナガノ
チタンは＜軽く強い＞
＜耐蝕性＞等に優
れ、人に優しくアレル
ギーフリーな金属で
す。

チタンは＜軽く強い＞
＜耐蝕性＞等に優
れ、人に優しくアレル
ギーフリーな金属で
す。

チタンは＜軽く強い＞
＜耐蝕性＞等に優
れ、人に優しくアレル
ギーフリーな金属で
す。

寄附金額コース 60,000円

純チタンネックレス
【フィガロチェーン】
内容 /【６mm喜平】【フィガロチェーン】
　　　【アズキ（平）大】から選択

株式会社ソーデナガノ

寄附金額コース 60,000円

純チタンネックレス
【アズキ（平）大】
内容 /【６mm喜平】【フィガロチェーン】
　　　【アズキ（平）大】から選択

株式会社ソーデナガノ

寄附金額コース 60,000円

木曽檜のまな板
内容 /木曽檜のまな板　１枚
　　　材種：木曽檜の天然林を使用
　　　寸法約：200～240mm × 330～450mm 
　　　厚さ：30～35ｍｍ

小島屋

信州の厳しい自然環境の元で育った天然のきそひのき材を使用したまな板です。
ひのきの木は日本と台湾にのみ分布しており、古くから保存性、耐久性ともに非常に優れた良質な建材として神社
仏閣､お城に使用されてきました。世界最古の木造建築、法隆寺(世界遺産)にも使用されています。
最近では、伊勢神宮の式年遷宮や名古屋城本丸御殿復元に「木曽檜」が使用されました。信州の木曽地方のきそ
ひのきの木は寒暖の差が激しく、雨量が多く、厳しい環境下で育ったゆえに緻密な木目と美しい木肌が特徴であ
り、さらにその香りの良さだけではなく、ひのきに含まれる成分からは、抗菌効果、気分を落ちつかせる効果などが
認められていることからひのき材のなかで最も優れていると云われています。それは世界一のひのき材ということ
になります。天然林に限っては年輪の数を目視で数えられない程に木目が詰まっています。水きれを良くするため
にカンナで仕上げてあります。まな板を持ち上げ易いように両端を大きく面取りしてあります。
まな板を水で濡らすとひのきの香りが一段と香ります。ぜひ一度お試しを。まな板は消耗品になりますので、一年
に一回は表面を削ることをおススメ致します。
※「25K-004  きそひのきのまな板」との違いは、人工林であるか、天然林であるかの違いになります。両者の違いは
木目の詰まり方が違い、目が詰まっているほう（天然林）が同じ体積でみると重量が軽くなります。

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 50,000円

一眼レフカメラ用
ハンドストラップ
内容 /革製品（一眼レフカメラ用ハンドストラップ）１個　
            カラー【黒、こげ茶、茶、赤、緑、紺から選択】

Design Store takajin
革で作成した一眼レフカ
メラ用のハンドグリップ
です。

寄附金額コース 100,000円
お膳（白木）
内容 /お膳 １枚
サイズ：縦 330㎜× 横 530㎜×高さ 30㎜   重さ：800g
※国産クリ材を使用しております。

国産無垢材を使用したお膳。
材料にはすべてに国産無垢材を使用し、安心安全な無色透明
の植物性オイルを二度塗りしており、輪染みに強いものになり
ます。また、見た目よりも驚くほど軽量に設計されており、持っ
た時のその軽さに驚きます。お膳は重ねて置くことができ、保
管が大変しやすいので、飲食店などの業務用にとっても重宝し
ます。（重ねて置く場合に長手方向にはズレません）
受注生産のため、発送までに３～４カ月程かかります

小島屋

受注生産のため、発送までに1～3ヶ月程かかります。

寄附金額コース 130,000円

お膳（黒木）
内容 /お膳　１枚
　　    サイズ：縦 330㎜× 横 530㎜×高さ 30㎜
　　    重さ：800g
※国産クリ材をタンニン加工（顔料、染料などは使
　用しておりません）、オイル仕上げしております。
小島屋

国産無垢材を使用した職人こだわりのお膳。
～森で見た立木の圧倒的な迫力～
何十年、何百年、風雪に耐え忍び、生きた証しを宿す木
材からは躍動感と生命力を感じます。この感覚を家具に
表現したいとの思いから、一部分に木の端の耳といわれ
る部分を使用しています。「羽織の裏に贅を尽くす」という
言葉のとおり、隠れたところ、小さなところに心を尽くすと
いう日本人特有の美的感覚を、自然の造形美を用いる
ことで表現した、職人のこだわりが溢れる一品です。材料
にはすべてに国産無垢材を使用し、安心安全な無色透
明の植物性オイルを二度塗りしており、輪染みに強いも
のになります。また、見た目よりも驚くほど軽量に設計され
ており、持った時のその軽さに驚きます。
お膳は重ねて置くことができ、保管が大変しやすいので、
飲食店などの業務用にとっても重宝します。（重ねて置く
場合に長手方向にはズレません）
受注生産のため、発送までに3～4ヶ月程かかります。

岡谷は戦後、時計やカメラなどを中心とした精密工業が盛んとなり、「東洋のスイス」と言われ発
展してきました。現在も最先端の技術を持つ企業が多く集積しており、その地域性から、「ものづ
くり」に関して造詣が深く、職人たちの想いが込められた商品が数多く生み出されています。

ものづくり

受注生産のため、発送までに約1ヶ月半程かかります。

受注生産のため、発送までに約1ヶ月程かかります。

寄附金額コース 10,000 円

信州の風景ナイフレスト
（箸・スプーン・フォーク・
 ナイフ置き）
内容
①美しい信州の風景セット【８個入り】
※信州が誇る美しい風景８種類。
②国宝松本城・上高地セット【８個入り】　
※観光スポットとして大人気の国宝松本城や上高地８種類。
　のどちらか一方を選択できます。

株式会社サンユー製作所

寄附金額コース 10,000円

畳の縁（へり）で作った
トートバッグ No.1
内容 /トートバッグ（29cm×35cm×21cm）
有限会社宮坂畳商事

懐かしいのに新しい。
日本の日常生活の中で
馴染みの深い畳。その
縁（へり）を使ってバッ
グを作りました。帯・
着物生地とは違った風
合い、軽くて丈夫なバッ
グはいかがですか？

寄附金額コース 15,000円寄附金額コース 15,000円

精密コマ NEXT-URANUS
内容 /精密コマ

トップスピン合同会社

DANCAM DC01
組み立てキット
内容 /ダンボール製 一眼レフカメラ 
合同会社モノゴ
寄附金額コース 25,000円

DANCAM DC01
ベーシック
内容 /ダンボール製一眼レフカメラ（完成品）
合同会社モノゴ

精密ﾒｰｶｰが作っ
た本気の精密ｺﾏ。
ｽﾃﾝﾚｽ材からの丸
ごと削り出し。
直径 18.9mm

原点への進化を遂げる写真機

撮る思い出も残すカメラ

寄附金額コース 15,000円

七宝ぐい呑み（炭透）
内容 /ぐい呑み １個 直径 80mm、深さ 50mm

和（なごみ）工作所

寄附金額コース 15,000円

七宝ぐい呑み（中赤）
内容 /ぐい呑み １個 直径 80mm、深さ 50mm

和（なごみ）工作所
銅版を叩いて形をつくり七宝焼きを施し
てあります。冷酒を楽しむための器で
す。色は①炭透と②中赤があります。

岡谷産桑を使用した手づくり
焼菓子と手漉き紙セット

岡谷の障がい者支
援施設で作られたご
祝儀袋とクッキーの
詰合せセットになり
ます。

”美しい信濃の風景を食卓へ ”
美しい信濃の風景が描かれた箸置き８個セットになりま
す。素材には錆びにくいステンレス鋼を使用し、優れた焼
き付き塗装により、絵柄を鮮明になり、傷もつきにくい工
夫が施されております。食器洗浄機での使用も可能です。
また、四脚にすることで、ガタつきを無くし、テーブルなど
が傷つかないようになっています。　インテリアの一品とし
て、またギフト用にも満足のできる仕上がりです。
※返礼品はナイフレストのみとなり、箸はついておりません。

寄附金額コース 30,000円

ステンレス製花器～すわ湖姫～
内容 /ステンレス製花器～すわ湖姫～ １本

フラワーエモーション

受注生産のため、発送までに約3週間程かかります。

寄附金額コース 30,000円

山モデル
内容 /山モデル１個　
            【サイズ】（高さ 5cm×縦 10cm×横 10cm）
            【材質】アルミニウム材【加工】削り出し

有限会社佐藤製作所
お好きな山、思い出の
ある山、あなただけの
山をオーダーメイドで
製作します。

寄附金額コース 20,000円

精密コマNEXT-CHRONUS
内容 /精密コマ

精密コマＳＨＯＰネクスト
精密メーカーが作った本気の精密コマ。直径20mm、
高さ22mm、21グラムのどっしりボディ。
先端部にステンレスの焼入れ鋼球を圧入することによ
り耐久性が向上。安定期には「時が止まっているよう
な」走行が可能。公式記録10分11秒

クールなステンレス
素材で洗練された
フォルムの花器。
心豊かな生け花をお
楽しみ下さい。
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受注生産のため、発送までに約6ヶ月程かかります。

SCALE WORKS
木のぬくもりを感
じ、岡谷市の豊か
な自然を体感でき
る、職人さんの想
いがつまったこだわ
りのあるソファです。

寄附金額コース 1,000,000円
silkkio SOFA
（２人掛け）
内容 /silkkio SOFA（２人掛け）１台
カラー【鉄黒（黒）、濃紅（赤）、山吹茶（黄）、
                菖蒲色（紫）、千歳緑（緑）から選択】

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

横３８ cm 縦２５
cm巾１０cmのビ
ジネスバッグ。
高級ヌメ革ティー
ポを使用し、裁断
から全てハンドメイ
ドで仕上げた一品。

寄附金額コース 600,000円

本革製（ヌメ革）の
ビジネスバッグ
内容 /本革製（ヌメ革）ビジネスバッグ　１個

Design Store takajin

受注生産のため、発送までに約 2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 600,000円

MH audio 小型
アコースティックオーディオセット
内容 /スピーカーＷＡＯＮ（和音）、アンプＤＡ－１、
            ＷＡＯＮ専用スピーカースタンド、
            ＳＰケーブル、ラインケーブル
MH audio（エムエイチオーディオ）

小型で優しい外観
からクリアで立体
的な響きの音！
最高に音楽を楽し
めるオーディオセッ
トです。

受注生産のため、発送までに約 6ヶ月程かかります。

寄附金額コース 650,000円

silkkio SOFA
（１人掛け）
内容 /silkkio SOFA（１人掛け）　１台
 カラー【鉄黒（黒）、濃紅（赤）、山吹茶（黄）、
                菖蒲色（紫）、千歳緑（緑）から選択】
SCALE WORKS

木のぬくもりを感
じ、岡谷市の豊か
な自然を体感でき
る、職人さんの想
いがつまったこだ
わりのあるソファで
す。

寄附金額コース 1,150,000円

らくらく移乗車いす
乗助さんⅡ
内容 /らくらく移乗車いす　乗助さんⅡ　本体一式

イデアライフケア株式会社
ベッド、トイレで腰を
上げるだけで簡単に
移乗できます。
抱きかかえ、向き変
えをしないので腰痛
予防・転倒事故防止
に役立ちます。

受注生産のため、発送までに約1～1ヶ月半程かかります。

寄附金額コース 350,000円

CHAANY カホン 
Pedroシリーズ
内容 /CHAANYカホン Pedroシリーズ　１台
CHAANY（チャーニー）
ペルー発祥の打楽器、カホン。
楽器自体に跨って演奏される箱型の打楽器です。

寄附金額コース 250,000円

ROCKFIELD 
削り出しチタングラス

内容 /削り出しチタングラス　２個１セット
【サイズ】最大口径 58mm×高さ 118mm
【容量】180ml　専用の桐箱でお届け致します。

株式会社岩原
純チタンの塊から削り出したグラスです。人体や
肌に優しいメタルアレルギー抑制効果や光抗菌
作用により飲み物がまろやかになります。又、表
面処理は一つ一つ手作業で行うこ為、一つとして
同じ色の物はありません。

寄附金額コース 130,000円

MH audio ヘッドホンアンプ 
HA-1 プレカスタムモデル
内容 /MH audio ヘッドホンアンプ HA-1 
           プレカスタムモデル　１台
MH audio（エムエイチオーディオ）

ヘッドホンやイヤホンで音楽を楽し
む時に、こだわってヘッドホンアン
プを使ってみませんか？Mhaudio
のポータブルヘッドホンアンプ
HA-1は、手のひらに乗る小型サイ
ズながら、こだわりのハンドメイド。
プレカスタムモデルはパネルやツマ
ミのカラーを製作者にお任せでア
レンジして製作したモデルです。

受注生産のため、発送までに
約1ヶ月半程かかります。

株式会社 AOI開発センター
A c ou s t i c  R e s o n a n c e  
Technology による自然な
頭外定位を実現したヘッド
ホン。ダスト防護メッシュ
には、岡谷産の最高級シル
クを使用しています。

寄附金額コース 900,000円
ステレオヘッドホン　
CROSSZONE CZ-01
内容 /ヘッドホン本体、オーディオケーブル 2本、
            プラグ変換アダプター、取扱説明書、保証書

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 130,000円

FIRE HOSE PRODUCTS
【ボストンバック(Ｌサイズ )】
内容 /消防ホースで作ったボストンバック　１個
【パイピング カラー】黒、グレー、こげ茶、茶、赤、
                                       青、紺、緑、カーキから選択。
【サイズ】縦約 32cm×横約 53cm×厚約 20cm

Design Store takajin
消防用ホースの素材を活かし、シンプルなデザインで、
使い勝手が良く、耐久性・防水性に優れたボストンバ
ック。ホースの内側 ( 水が通る側 ) を使うことで、商
品全体のベースカラーは黒い素材になります。パイピ
ングの色を変えることで好みの配色を選択できます。

自動三角折機能付
ペーパーホルダー「オリフジ」
内容 /「オリフジ」シングルタイプ
             （ＡＣアダプタ、取付板同梱）１台

株式会社世界最速試作センター
ペーパーを引き出せば
自動的にカットされ、
先端が自動で三角に折
られて出てきます。
衛生的で片手で扱うこ
とが可能です。

寄附金額コース 130,000円

受注生産のため、発送までに約3～4ヶ月程かかります。

寄附金額コース 250,000円
キッチンスツール
高さ666ｍｍ（小椅子）
内容 /小椅子   １脚
寸法： W300mm×D300mm×H666mm
材種：クリ、サクラ、ウォルナット等を使用
※材種は選べません。
【ペーパーコードの色】ベージュ、黒、ピンク、緑の４色から選択。
お申し込み時に「備考欄」にご要望の色をご記入ください。
小島屋

キッチンでの作業中にちょっとした腰掛け
に。座面はペーパーコード（紙ひも）を
防水加工した伝統的な素材で編みまし
た。特徴は夏の暑い日でも蒸れずに座る
ことができます。また冬の寒い日でも座
面が冷たくありません。座面の四隅は日
本伝統の三枚組接ぎ、そこに丸脚を挿
し、クサビを打って抜けない様にしてあり
ます。また、本体下部の貫（横丸棒）は
強度の確保と足置きにもなっています。

寄附金額コース 200,000円

SPQR Ventuno dd
内容 /SPQR Ventuno dd　１本

有限会社コスタンテ
２時ボタンがス
タイリッシュな
SPQR の機械式
ウォッチ定番デザ
インに国産ムーブ
自動巻デイデイト
と SOMES ブライ
ドルレザーバンド
を搭載

寄附金額コース 150,000円

あみ込みロングウォレット
内容 /あみ込みロングウォレット　１個
Design Store takajin
帯状の革をあみ込んだラウンドファスナータイプの
長財布です。

寄附金額コース 200,000円

SPQR Ventuno pr
内容 /SPQR Ventuno pr　１本

有限会社コスタンテ
パワーリザーブ機
能を持つ手巻付自
動巻機械式シンプ
ルなデザインのウォ
ッチです。

【写真提供：藤巻百貨店】

寄附金額コース 130,000円

SPQR Ventuno fs 
内容 /SPQR Ventuno fs 文字盤アイボリー   1本
有限会社コスタンテ

手巻付自動巻の機械式
レディースウオッチ。φ
27mmの３針ストレート
のシンプルデザイン。
SOMES 高級レザー、ダ
ブルループレザー、ステ
ンレス無垢、ステンレス
メッシュ　など多彩なバ
ンドから選択可能。

SPQR Superiore
内容 /SPQR Superiore　１個

有限会社コスタンテ

寄附金額コース 500,000円

有田焼402周年を記念
して誕生。藤原　和博
プロデュース第10弾。
有田焼の文字盤とりゅう
ずを搭載。裏蓋はシー
スルーで心臓部のてん
ぷの動きを視覚で楽し
める機械式ウォッチ。

寄附金額コース 1,000,000円
卓袱台（ちゃぶ台）直径１２００ｍｍまで
内容 /卓袱台（ちゃぶ台）　１台
高さ：333ｍｍ　直径：～1200ｍｍ
材種：国産クリ材をタンニン加工（顔料、染料などは使用して
おりません）、オイル仕上げしております。
※備考欄にご希望の直径ｻｲｽﾞをご記入ください。（1200ｍｍまで）
※直径は指定された寸法から±1ｃｍくらいの誤差が生じることがあります。

小島屋

丸い形をした日本の伝統的な形状の座卓です。
全体を日本の伝統的な形状、ディテールにして凛としたたたずまいとし
ました。最大の特徴は、丸い天板の片側一辺に木の皮のすぐ下の耳と
呼ばれる部分を露出させました。卓袱台は昭和初期の1920年代に全
国に普及し、1963年がピークでした。当時は日本独自の狭い住宅事情
のもと、天板が丸く、脚が折りたためるものが多くありました。食事、団欒、
眠るを一部屋で効率よく済まし、生活していくには、天板が丸いほうが
良かったのです。このことから、①座る人数に融通が利く②卓袱台まわ
りの銅線に優れる③天板を縦に転がして収納し易い④丸い形状の方
が優しい気持ちになれる等職人が思いをこめて作ります。
～森で見た立木の圧倒的な迫力～
何十年、何百年、風雪に耐え忍び、生きた証を宿す木材からは躍動感
と生命力を感じます。この感覚を家具に表現したいとの思いから家具
の中の一部に木の端といわれる部分を使用しています。さらに、その耳
の中でも貴重で希少な部分のコブ尽きなどを用いることで、「羽織の裏
に贅を尽くす」という言葉のように、隠れたところ、小さなところに心を尽
くす、日本人特有の美的感覚を表現しています。受注生産のため、発送までに 3～4ヶ月程かかります。

寄附金額コース 1,150,000円 402年前に日本で初めて磁器が誕生しました。 高い技術を取り入れた
手描きの白磁文字盤 と 竜頭 を搭載した世界に先駆けた日本の伝統
工芸を先取りする 機械式腕時計です。 佐賀県有田の天保年間創業
の 「しん窯」 の窯で多くの工程を 橋口博之氏 による匠の卓越した技法
で、奥深く輝く白磁の青みがかった白と藍色の釉薬の絶妙な色バラン
スで焼かれます。 裏蓋は開口部の広いサファイアガラスを搭載したシ
ースルー構造ですので心臓部のてんぷの動きを視覚でお楽しみいた
だけます。
バンドは グレージング仕上げの紺クロコダイルが標準仕様ですが 独
STIB社 のしなやかな ステンレス製メッシュ、 ＳＯＭＥＳの熟練技術者
のつくる最高級レザーも選択可能です。 革の劣化を防止すると同時に
腕からの落下を防止する為、堅牢で重厚なステンレス材のプッシュ式
３つ折れ中留を装備しました。

SPQR arita 400 - j
内容 /SPQR arita 400 - j　1本

有限会社コスタンテ

【写真提供：藤巻百貨店】

丁寧な彫刻模様を随所に施し
た手巻機械式ムーブメントを
搭載した本格的な機械式提げ
時計です。文字盤レイアウトは
「SPQR 手巻パワーリザーブ」
のクラシカルなアラビアを踏襲
し、ワンランク上の気品を漂わ
せ、時とともに価値が増し、
世代から世代へと引き継がれ
る本物志向の逸品になります。

THE SPQR
内容 /THE　SPQR　１本

有限会社コスタンテ
シンプルで飽きの来な
いレトロチックなデザイ
ンの手巻機械式パワー
リザーブです。
最高級のボックス型サ
ファイアガラスがシンボ
ル。SPQR の旗艦モデ
ル。

寄附金額コース 700,000円

【写真提供：藤巻百貨店】
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受注生産のため、発送までに約6ヶ月程かかります。

SCALE WORKS
木のぬくもりを感
じ、岡谷市の豊か
な自然を体感でき
る、職人さんの想
いがつまったこだわ
りのあるソファです。

寄附金額コース 1,000,000円
silkkio SOFA
（２人掛け）
内容 /silkkio SOFA（２人掛け）１台
カラー【鉄黒（黒）、濃紅（赤）、山吹茶（黄）、
                菖蒲色（紫）、千歳緑（緑）から選択】

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

横３８ cm 縦２５
cm巾１０cmのビ
ジネスバッグ。
高級ヌメ革ティー
ポを使用し、裁断
から全てハンドメイ
ドで仕上げた一品。

寄附金額コース 600,000円

本革製（ヌメ革）の
ビジネスバッグ
内容 /本革製（ヌメ革）ビジネスバッグ　１個

Design Store takajin

受注生産のため、発送までに約 2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 600,000円

MH audio 小型
アコースティックオーディオセット
内容 /スピーカーＷＡＯＮ（和音）、アンプＤＡ－１、
            ＷＡＯＮ専用スピーカースタンド、
            ＳＰケーブル、ラインケーブル
MH audio（エムエイチオーディオ）

小型で優しい外観
からクリアで立体
的な響きの音！
最高に音楽を楽し
めるオーディオセッ
トです。

受注生産のため、発送までに約 6ヶ月程かかります。

寄附金額コース 650,000円

silkkio SOFA
（１人掛け）
内容 /silkkio SOFA（１人掛け）　１台
 カラー【鉄黒（黒）、濃紅（赤）、山吹茶（黄）、
                菖蒲色（紫）、千歳緑（緑）から選択】
SCALE WORKS

木のぬくもりを感
じ、岡谷市の豊か
な自然を体感でき
る、職人さんの想
いがつまったこだ
わりのあるソファで
す。

寄附金額コース 1,150,000円

らくらく移乗車いす
乗助さんⅡ
内容 /らくらく移乗車いす　乗助さんⅡ　本体一式

イデアライフケア株式会社
ベッド、トイレで腰を
上げるだけで簡単に
移乗できます。
抱きかかえ、向き変
えをしないので腰痛
予防・転倒事故防止
に役立ちます。

受注生産のため、発送までに約1～1ヶ月半程かかります。

寄附金額コース 350,000円

CHAANY カホン 
Pedroシリーズ
内容 /CHAANYカホン Pedroシリーズ　１台
CHAANY（チャーニー）
ペルー発祥の打楽器、カホン。
楽器自体に跨って演奏される箱型の打楽器です。

寄附金額コース 250,000円

ROCKFIELD 
削り出しチタングラス

内容 /削り出しチタングラス　２個１セット
【サイズ】最大口径 58mm×高さ 118mm
【容量】180ml　専用の桐箱でお届け致します。

株式会社岩原
純チタンの塊から削り出したグラスです。人体や
肌に優しいメタルアレルギー抑制効果や光抗菌
作用により飲み物がまろやかになります。又、表
面処理は一つ一つ手作業で行うこ為、一つとして
同じ色の物はありません。

寄附金額コース 130,000円

MH audio ヘッドホンアンプ 
HA-1 プレカスタムモデル
内容 /MH audio ヘッドホンアンプ HA-1 
           プレカスタムモデル　１台
MH audio（エムエイチオーディオ）

ヘッドホンやイヤホンで音楽を楽し
む時に、こだわってヘッドホンアン
プを使ってみませんか？Mhaudio
のポータブルヘッドホンアンプ
HA-1は、手のひらに乗る小型サイ
ズながら、こだわりのハンドメイド。
プレカスタムモデルはパネルやツマ
ミのカラーを製作者にお任せでア
レンジして製作したモデルです。

受注生産のため、発送までに
約1ヶ月半程かかります。

株式会社 AOI開発センター
A c ou s t i c  R e s o n a n c e  
Technology による自然な
頭外定位を実現したヘッド
ホン。ダスト防護メッシュ
には、岡谷産の最高級シル
クを使用しています。

寄附金額コース 900,000円
ステレオヘッドホン　
CROSSZONE CZ-01
内容 /ヘッドホン本体、オーディオケーブル 2本、
            プラグ変換アダプター、取扱説明書、保証書

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 130,000円

FIRE HOSE PRODUCTS
【ボストンバック(Ｌサイズ )】
内容 /消防ホースで作ったボストンバック　１個
【パイピング カラー】黒、グレー、こげ茶、茶、赤、
                                       青、紺、緑、カーキから選択。
【サイズ】縦約 32cm×横約 53cm×厚約 20cm

Design Store takajin
消防用ホースの素材を活かし、シンプルなデザインで、
使い勝手が良く、耐久性・防水性に優れたボストンバ
ック。ホースの内側 ( 水が通る側 ) を使うことで、商
品全体のベースカラーは黒い素材になります。パイピ
ングの色を変えることで好みの配色を選択できます。

自動三角折機能付
ペーパーホルダー「オリフジ」
内容 /「オリフジ」シングルタイプ
             （ＡＣアダプタ、取付板同梱）１台

株式会社世界最速試作センター
ペーパーを引き出せば
自動的にカットされ、
先端が自動で三角に折
られて出てきます。
衛生的で片手で扱うこ
とが可能です。

寄附金額コース 130,000円

受注生産のため、発送までに約3～4ヶ月程かかります。

寄附金額コース 250,000円
キッチンスツール
高さ666ｍｍ（小椅子）
内容 /小椅子   １脚
寸法： W300mm×D300mm×H666mm
材種：クリ、サクラ、ウォルナット等を使用
※材種は選べません。
【ペーパーコードの色】ベージュ、黒、ピンク、緑の４色から選択。
お申し込み時に「備考欄」にご要望の色をご記入ください。
小島屋

キッチンでの作業中にちょっとした腰掛け
に。座面はペーパーコード（紙ひも）を
防水加工した伝統的な素材で編みまし
た。特徴は夏の暑い日でも蒸れずに座る
ことができます。また冬の寒い日でも座
面が冷たくありません。座面の四隅は日
本伝統の三枚組接ぎ、そこに丸脚を挿
し、クサビを打って抜けない様にしてあり
ます。また、本体下部の貫（横丸棒）は
強度の確保と足置きにもなっています。

寄附金額コース 200,000円

SPQR Ventuno dd
内容 /SPQR Ventuno dd　１本

有限会社コスタンテ
２時ボタンがス
タイリッシュな
SPQR の機械式
ウォッチ定番デザ
インに国産ムーブ
自動巻デイデイト
と SOMES ブライ
ドルレザーバンド
を搭載

寄附金額コース 150,000円

あみ込みロングウォレット
内容 /あみ込みロングウォレット　１個
Design Store takajin
帯状の革をあみ込んだラウンドファスナータイプの
長財布です。

寄附金額コース 200,000円

SPQR Ventuno pr
内容 /SPQR Ventuno pr　１本

有限会社コスタンテ
パワーリザーブ機
能を持つ手巻付自
動巻機械式シンプ
ルなデザインのウォ
ッチです。

【写真提供：藤巻百貨店】

寄附金額コース 130,000円

SPQR Ventuno fs 
内容 /SPQR Ventuno fs 文字盤アイボリー   1本
有限会社コスタンテ

手巻付自動巻の機械式
レディースウオッチ。φ
27mmの３針ストレート
のシンプルデザイン。
SOMES 高級レザー、ダ
ブルループレザー、ステ
ンレス無垢、ステンレス
メッシュ　など多彩なバ
ンドから選択可能。

SPQR Superiore
内容 /SPQR Superiore　１個

有限会社コスタンテ

寄附金額コース 500,000円

有田焼402周年を記念
して誕生。藤原　和博
プロデュース第10弾。
有田焼の文字盤とりゅう
ずを搭載。裏蓋はシー
スルーで心臓部のてん
ぷの動きを視覚で楽し
める機械式ウォッチ。

寄附金額コース 1,000,000円
卓袱台（ちゃぶ台）直径１２００ｍｍまで
内容 /卓袱台（ちゃぶ台）　１台
高さ：333ｍｍ　直径：～1200ｍｍ
材種：国産クリ材をタンニン加工（顔料、染料などは使用して
おりません）、オイル仕上げしております。
※備考欄にご希望の直径ｻｲｽﾞをご記入ください。（1200ｍｍまで）
※直径は指定された寸法から±1ｃｍくらいの誤差が生じることがあります。

小島屋

丸い形をした日本の伝統的な形状の座卓です。
全体を日本の伝統的な形状、ディテールにして凛としたたたずまいとし
ました。最大の特徴は、丸い天板の片側一辺に木の皮のすぐ下の耳と
呼ばれる部分を露出させました。卓袱台は昭和初期の1920年代に全
国に普及し、1963年がピークでした。当時は日本独自の狭い住宅事情
のもと、天板が丸く、脚が折りたためるものが多くありました。食事、団欒、
眠るを一部屋で効率よく済まし、生活していくには、天板が丸いほうが
良かったのです。このことから、①座る人数に融通が利く②卓袱台まわ
りの銅線に優れる③天板を縦に転がして収納し易い④丸い形状の方
が優しい気持ちになれる等職人が思いをこめて作ります。
～森で見た立木の圧倒的な迫力～
何十年、何百年、風雪に耐え忍び、生きた証を宿す木材からは躍動感
と生命力を感じます。この感覚を家具に表現したいとの思いから家具
の中の一部に木の端といわれる部分を使用しています。さらに、その耳
の中でも貴重で希少な部分のコブ尽きなどを用いることで、「羽織の裏
に贅を尽くす」という言葉のように、隠れたところ、小さなところに心を尽
くす、日本人特有の美的感覚を表現しています。受注生産のため、発送までに 3～4ヶ月程かかります。

寄附金額コース 1,150,000円 402年前に日本で初めて磁器が誕生しました。 高い技術を取り入れた
手描きの白磁文字盤 と 竜頭 を搭載した世界に先駆けた日本の伝統
工芸を先取りする 機械式腕時計です。 佐賀県有田の天保年間創業
の 「しん窯」 の窯で多くの工程を 橋口博之氏 による匠の卓越した技法
で、奥深く輝く白磁の青みがかった白と藍色の釉薬の絶妙な色バラン
スで焼かれます。 裏蓋は開口部の広いサファイアガラスを搭載したシ
ースルー構造ですので心臓部のてんぷの動きを視覚でお楽しみいた
だけます。
バンドは グレージング仕上げの紺クロコダイルが標準仕様ですが 独
STIB社 のしなやかな ステンレス製メッシュ、 ＳＯＭＥＳの熟練技術者
のつくる最高級レザーも選択可能です。 革の劣化を防止すると同時に
腕からの落下を防止する為、堅牢で重厚なステンレス材のプッシュ式
３つ折れ中留を装備しました。

SPQR arita 400 - j
内容 /SPQR arita 400 - j　1本

有限会社コスタンテ

【写真提供：藤巻百貨店】

丁寧な彫刻模様を随所に施し
た手巻機械式ムーブメントを
搭載した本格的な機械式提げ
時計です。文字盤レイアウトは
「SPQR 手巻パワーリザーブ」
のクラシカルなアラビアを踏襲
し、ワンランク上の気品を漂わ
せ、時とともに価値が増し、
世代から世代へと引き継がれ
る本物志向の逸品になります。

THE SPQR
内容 /THE　SPQR　１本

有限会社コスタンテ
シンプルで飽きの来な
いレトロチックなデザイ
ンの手巻機械式パワー
リザーブです。
最高級のボックス型サ
ファイアガラスがシンボ
ル。SPQR の旗艦モデ
ル。

寄附金額コース 700,000円

【写真提供：藤巻百貨店】
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様々な芸能分野で活躍した岡谷市出身の童画家、武井武雄。イルフ童画館では、武井武雄の童
画や版画、刊行本などをご覧いただけます。また、童画のまちとして様々な企画展やイベントを
開催しています。

サービス

芸術

寄附金額コース 130,000円

武井武雄の原寸大の額入複製画
【ダビデの堅琴】
内容 /ジークレー版画

イルフ童画館
「こどもの心にふれ
る絵」の創造を目
指して、自ら「童画」
という言葉を生み出
した岡谷市出身の
芸術家 武井武雄。
武井武雄の代表的
なタブロー作品の
額入り複製画です。

発送時期 1～3月

寄附金額コース 20,000円

小さな絵本美術館
セレクトによる絵本
内容 /０～２才、3～5才、5～7才から選択。
          全て5～6冊
小さな絵本美術館
子どもに喜ばれている絵本の中から「これはぜひ子ども時代
に出会ってほしい」という絵本をセレクトしてお送りします。
贈り物にもどうぞ。

寄附金額コース 10,000円

空き家等管理サポート業務
内容 /空き家の外観目視点検・報告

公益社団法人岡谷下諏訪広域
シルバー人材センター

市内に既存する空き家の管
理について、遠方に居住す
る地権者に代わって、建物
や敷地内の状況を目視点検
のうえ報告書を作成し、状
況写真を添えて地権者に郵
送にて報告する。

寄附金額コース 15,000円

イルフ童画館武井武雄グッズ①
内容 /武井武雄生誕 120周年記念ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ
            風呂敷、ガーゼハンカチ

イルフ童画館
童画、版画、刊本作品
等、様々な芸術分野で
活躍した岡谷市出身の
童画家、武井武雄の作
品がちりばめられた
グッズになります。

御々柱（おみばしら）
内容 /御々柱（おみばしら）額装１枚
            絵サイズ 60cm×94cm   額サイズ 80cm×114cm

内尾イラスト倶楽部
御柱の起源にある縄文と弥生の龍が躍動する姿を作者
の世界観で表現しています。木の上の白龍が「縄文」（森
の神、狩猟）水の中の金龍は「弥生」( 湖の神、農耕）
金色の龍は稲穂が黄金に実る様のイメージ、角は水牛
をイメージしました。細部までこだわった作者の想い
をじっくりと観ていただきたいです。

寄附金額コース 1,500,000円

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 30,000円
墓地管理代行サービス
（簡易セット）

株式会社アイ・
コーポレーション

お墓掃除にお墓参り。気になってい
るけれど、遠方なのでなかなか難し
い・・・そんな寄付者のあなたに代
わって、お墓を管理します。合掌拝
礼で開始し、合掌拝礼で終了します。
写真撮影を行い、お墓の様子を報
告書にまとめて、Ｅメールでお送り致
します ( オプションで報告書郵送サ
ービスもございます）。※出張地域は、
岡谷市、下諏訪町、諏訪市、茅野
市（車で片道 30分圏内）、辰野町（車
で片道 30分圏内）。他地域について
は、別途お見積もりで承ります。

内容 / 合掌拝礼後、簡易清掃（香炉、花立てのみ）、お線香、献
花を行い、合掌拝礼で終了いたします。

寄附金額コース 130,000円
不用品回収サービス
軽トラック１台分（スタッフ１名）

株式会社アイ・コーポレーション
離れて暮らしている高齢のご家族の住まいや物置に、長年片
付けられずにいる不用品、かさばる粗大ごみはありませんか。
回収日時、ご希望等を電話やメールでお打ち合わせ後、プロ
の回収スタッフがうかがい処理します。事前お見積もりも承り
ます。引き取り量に応じ、オプションも追加できます。古美術品・
骨董などは、買い取りも行います。ご依頼主様には、作業内容
を報告書にまとめ、Ｅメールでお送りします（オプションで報告
書郵送サービスもございます）。
※岡谷市、下諏訪町、諏訪市へ出張いたします。

内容 /ご家族宅の不用品・粗大ごみを軽トラック１台分回収
　　     処理します。スタッフ１名による片付け作業付。

岡谷市民病院は、「思いやり」を基本理念とし、心温まる患者サービス
を提供し、地域の人々に信頼され親しまれる病院をめざします。

寄附金額コース 130,000円

岡谷市民病院で
日帰り人間ドック

内容 /日帰り人間ドック
            検査利用券を送付 1枚

岡谷市病院事業
一般的な検査に加え、胃部Ｘ線撮影や腹部超音波検査な
どを行う、より精密な検査です。ふるさと岡谷に住む両親
へのプレゼントにピッタリです。

日帰りで気軽に

人間ドック

ふるさと岡谷をはじめ、諏訪地域や長野県の“今”を伝える各種地方紙を
1ヶ月間ご購読いただけます。地域

古い歴史と伝統をもち、岡谷の伝承芸能として愛されて来た太鼓。
毎年開催される「岡谷太鼓まつり」では、300人の揃い打ちが、
大地を揺るがす豪壮な音を響かせています。

太鼓

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 130,000円

豪勇太鼓
（台・房・バチ付）
内容 /飾り太鼓（台・房・バチ付き）１基

有限会社諏訪響
職人さんが一つ一つの工程を丁寧に製作しております。
サイズが太鼓直径 21cm胴長 27cmで、玄関や和室に飾る
ことが出来る太鼓です。

栓欅胴尺３寸長胴太鼓
（宮台・バチ付）
内容 /栓欅胴尺３寸長胴太鼓
            【宮台（木目材）、バチ付】　１台

【豪勇太鼓】

有限会社諏訪響
諏訪大社伝統の心・技・創造の轟響（ひびき）・佳音（お
とよく）・堅牢（つよく）・美麗（きれい）をモットーに和太
鼓を製作。

寄附金額コース 1,150,000円

寄附金額コース 10,000円

岡谷市民新聞１ヶ月分

内容 /日刊新聞１カ月分　毎日発送

株式会社岡谷市民新聞社
岡谷市のニュースを中心に周辺地域の
情報を毎朝お届けする地域紙です。岡
谷の細かな情報を知ることができます。

寄附金額コース 10,000円

長野日報　統合版（新聞１ヶ月分）
内容 /日刊新聞
　　　通常 20 ～ 24ページ

株式会社長野日報社
長野日報は1901年（明治 34年）に「諏
訪新報」として創刊。今年６月１５日
に創刊 115 周年を迎えた。諏訪地方
と上伊那郡地方に約５万５千部を発
行し、諏訪６市町村の細かな情報、
岡谷市の今日を伝える郷土紙です。

寄附金額コース 20,000円

信濃毎日新聞（諏訪版）＋記念日新聞
内容 /① 日刊新聞（信濃毎日新聞）１ヵ月分
           ② ご希望の日の新聞を B4サイズでラミネートしたもの

信濃毎日新聞社
長野県の県紙として愛されて１４３年。信濃毎日新聞は県内５つの地域に
分けて編集。諏訪版は見開き２ページの地域面の他、お悔やみ情報も諏訪
専用です。また、世界に広がる取材網を生かし、諏訪地域のニュースをよ
り大きな視点からも分析します。県外へは毎日郵送でお届け、都内一部地
域は当日夕方に新聞販売店からの配達も可能です。お誕生日など希望され
る日の新聞をコピーしてラミネートした記念日新聞も１枚お付けします。

【栓欅胴尺３寸長胴太鼓】

研究健康分野
寄附金額コース 10,000円

分割ポリリン酸配合育毛剤
内容 /薬用 H-C-B ローション 145ml 1本

リジェンティス株式会社
長鎖分割ポリリン酸ナトリウムを配合した薬用育毛剤で、
育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、発毛促進、ふけ、養毛
等に効果があります。毎日１回の使用で１ヶ月以上ご使用
いただけます。長鎖分割ポリリン酸は、毛根で頭髪のもと
を作る毛乳頭細胞の増殖を促進します。また、ニンジンエ
キス、グリチルリチン酸ジカリウムが配合され、頭皮の血
行促進と炎症抑制に働き、育毛効果を発揮します。

寄附金額コース 20,000円

ポリリンオーラルケアセット３セット組
内容 /ポリリンジェル EX-W　50ｇ　3本、
            奇跡の歯ブラシ　3本

リジェンティス株式会社
ポリリンジェルＥＸ－Ｗは、研磨剤、発泡剤を含まない歯磨き剤で、
オリジナル原料の分割ポリリン酸ナトリウムが歯の表面の汚れを
落としつつ、歯面をコーティングし、歯を白くして、着色や歯石の
沈着を防止します。歯周病の予防、口臭防止の効果もあります。
また、奇跡の歯ブラシは、毛をピラミッド形状にカットすることに
より、ブラシの届きづらい歯と歯の間や歯と歯茎の間（歯周ポケッ
ト）、奥歯の溝の深い部分を簡単に効率よく磨くことができます。

関心が高まっている健康分野の返礼品です。再生医療研究に端を発したオーラルケアやヘア
ケアに関する返礼品はリピートされる方がとても多いです。
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様々な芸能分野で活躍した岡谷市出身の童画家、武井武雄。イルフ童画館では、武井武雄の童
画や版画、刊行本などをご覧いただけます。また、童画のまちとして様々な企画展やイベントを
開催しています。

サービス

芸術

寄附金額コース 130,000円

武井武雄の原寸大の額入複製画
【ダビデの堅琴】
内容 /ジークレー版画

イルフ童画館
「こどもの心にふれ
る絵」の創造を目
指して、自ら「童画」
という言葉を生み出
した岡谷市出身の
芸術家 武井武雄。
武井武雄の代表的
なタブロー作品の
額入り複製画です。

発送時期 1～3月

寄附金額コース 20,000円

小さな絵本美術館
セレクトによる絵本
内容 /０～２才、3～5才、5～7才から選択。
          全て5～6冊
小さな絵本美術館
子どもに喜ばれている絵本の中から「これはぜひ子ども時代
に出会ってほしい」という絵本をセレクトしてお送りします。
贈り物にもどうぞ。

寄附金額コース 10,000円

空き家等管理サポート業務
内容 /空き家の外観目視点検・報告

公益社団法人岡谷下諏訪広域
シルバー人材センター

市内に既存する空き家の管
理について、遠方に居住す
る地権者に代わって、建物
や敷地内の状況を目視点検
のうえ報告書を作成し、状
況写真を添えて地権者に郵
送にて報告する。

寄附金額コース 15,000円

イルフ童画館武井武雄グッズ①
内容 /武井武雄生誕 120周年記念ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ
            風呂敷、ガーゼハンカチ

イルフ童画館
童画、版画、刊本作品
等、様々な芸術分野で
活躍した岡谷市出身の
童画家、武井武雄の作
品がちりばめられた
グッズになります。

御々柱（おみばしら）
内容 /御々柱（おみばしら）額装１枚
            絵サイズ 60cm×94cm   額サイズ 80cm×114cm

内尾イラスト倶楽部
御柱の起源にある縄文と弥生の龍が躍動する姿を作者
の世界観で表現しています。木の上の白龍が「縄文」（森
の神、狩猟）水の中の金龍は「弥生」( 湖の神、農耕）
金色の龍は稲穂が黄金に実る様のイメージ、角は水牛
をイメージしました。細部までこだわった作者の想い
をじっくりと観ていただきたいです。

寄附金額コース 1,500,000円

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 30,000円
墓地管理代行サービス
（簡易セット）

株式会社アイ・
コーポレーション

お墓掃除にお墓参り。気になってい
るけれど、遠方なのでなかなか難し
い・・・そんな寄付者のあなたに代
わって、お墓を管理します。合掌拝
礼で開始し、合掌拝礼で終了します。
写真撮影を行い、お墓の様子を報
告書にまとめて、Ｅメールでお送り致
します ( オプションで報告書郵送サ
ービスもございます）。※出張地域は、
岡谷市、下諏訪町、諏訪市、茅野
市（車で片道 30分圏内）、辰野町（車
で片道 30分圏内）。他地域について
は、別途お見積もりで承ります。

内容 / 合掌拝礼後、簡易清掃（香炉、花立てのみ）、お線香、献
花を行い、合掌拝礼で終了いたします。

寄附金額コース 130,000円
不用品回収サービス
軽トラック１台分（スタッフ１名）

株式会社アイ・コーポレーション
離れて暮らしている高齢のご家族の住まいや物置に、長年片
付けられずにいる不用品、かさばる粗大ごみはありませんか。
回収日時、ご希望等を電話やメールでお打ち合わせ後、プロ
の回収スタッフがうかがい処理します。事前お見積もりも承り
ます。引き取り量に応じ、オプションも追加できます。古美術品・
骨董などは、買い取りも行います。ご依頼主様には、作業内容
を報告書にまとめ、Ｅメールでお送りします（オプションで報告
書郵送サービスもございます）。
※岡谷市、下諏訪町、諏訪市へ出張いたします。

内容 /ご家族宅の不用品・粗大ごみを軽トラック１台分回収
　　     処理します。スタッフ１名による片付け作業付。

岡谷市民病院は、「思いやり」を基本理念とし、心温まる患者サービス
を提供し、地域の人々に信頼され親しまれる病院をめざします。

寄附金額コース 130,000円

岡谷市民病院で
日帰り人間ドック

内容 /日帰り人間ドック
            検査利用券を送付 1枚

岡谷市病院事業
一般的な検査に加え、胃部Ｘ線撮影や腹部超音波検査な
どを行う、より精密な検査です。ふるさと岡谷に住む両親
へのプレゼントにピッタリです。

日帰りで気軽に

人間ドック

ふるさと岡谷をはじめ、諏訪地域や長野県の“今”を伝える各種地方紙を
1ヶ月間ご購読いただけます。地域

古い歴史と伝統をもち、岡谷の伝承芸能として愛されて来た太鼓。
毎年開催される「岡谷太鼓まつり」では、300人の揃い打ちが、
大地を揺るがす豪壮な音を響かせています。

太鼓

受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。受注生産のため、発送までに約1～2ヶ月程かかります。

寄附金額コース 130,000円

豪勇太鼓
（台・房・バチ付）
内容 /飾り太鼓（台・房・バチ付き）１基

有限会社諏訪響
職人さんが一つ一つの工程を丁寧に製作しております。
サイズが太鼓直径 21cm胴長 27cmで、玄関や和室に飾る
ことが出来る太鼓です。

栓欅胴尺３寸長胴太鼓
（宮台・バチ付）
内容 /栓欅胴尺３寸長胴太鼓
            【宮台（木目材）、バチ付】　１台

【豪勇太鼓】

有限会社諏訪響
諏訪大社伝統の心・技・創造の轟響（ひびき）・佳音（お
とよく）・堅牢（つよく）・美麗（きれい）をモットーに和太
鼓を製作。

寄附金額コース 1,150,000円

寄附金額コース 10,000円

岡谷市民新聞１ヶ月分

内容 /日刊新聞１カ月分　毎日発送

株式会社岡谷市民新聞社
岡谷市のニュースを中心に周辺地域の
情報を毎朝お届けする地域紙です。岡
谷の細かな情報を知ることができます。

寄附金額コース 10,000円

長野日報　統合版（新聞１ヶ月分）
内容 /日刊新聞
　　　通常 20 ～ 24ページ

株式会社長野日報社
長野日報は1901年（明治 34年）に「諏
訪新報」として創刊。今年６月１５日
に創刊 115 周年を迎えた。諏訪地方
と上伊那郡地方に約５万５千部を発
行し、諏訪６市町村の細かな情報、
岡谷市の今日を伝える郷土紙です。

寄附金額コース 20,000円

信濃毎日新聞（諏訪版）＋記念日新聞
内容 /① 日刊新聞（信濃毎日新聞）１ヵ月分
           ② ご希望の日の新聞を B4サイズでラミネートしたもの

信濃毎日新聞社
長野県の県紙として愛されて１４３年。信濃毎日新聞は県内５つの地域に
分けて編集。諏訪版は見開き２ページの地域面の他、お悔やみ情報も諏訪
専用です。また、世界に広がる取材網を生かし、諏訪地域のニュースをよ
り大きな視点からも分析します。県外へは毎日郵送でお届け、都内一部地
域は当日夕方に新聞販売店からの配達も可能です。お誕生日など希望され
る日の新聞をコピーしてラミネートした記念日新聞も１枚お付けします。

【栓欅胴尺３寸長胴太鼓】

研究健康分野
寄附金額コース 10,000円

分割ポリリン酸配合育毛剤
内容 /薬用 H-C-B ローション 145ml 1本

リジェンティス株式会社
長鎖分割ポリリン酸ナトリウムを配合した薬用育毛剤で、
育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、発毛促進、ふけ、養毛
等に効果があります。毎日１回の使用で１ヶ月以上ご使用
いただけます。長鎖分割ポリリン酸は、毛根で頭髪のもと
を作る毛乳頭細胞の増殖を促進します。また、ニンジンエ
キス、グリチルリチン酸ジカリウムが配合され、頭皮の血
行促進と炎症抑制に働き、育毛効果を発揮します。

寄附金額コース 20,000円

ポリリンオーラルケアセット３セット組
内容 /ポリリンジェル EX-W　50ｇ　3本、
            奇跡の歯ブラシ　3本

リジェンティス株式会社
ポリリンジェルＥＸ－Ｗは、研磨剤、発泡剤を含まない歯磨き剤で、
オリジナル原料の分割ポリリン酸ナトリウムが歯の表面の汚れを
落としつつ、歯面をコーティングし、歯を白くして、着色や歯石の
沈着を防止します。歯周病の予防、口臭防止の効果もあります。
また、奇跡の歯ブラシは、毛をピラミッド形状にカットすることに
より、ブラシの届きづらい歯と歯の間や歯と歯茎の間（歯周ポケッ
ト）、奥歯の溝の深い部分を簡単に効率よく磨くことができます。

関心が高まっている健康分野の返礼品です。再生医療研究に端を発したオーラルケアやヘア
ケアに関する返礼品はリピートされる方がとても多いです。




