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徳島県 北島町

7-1牛上中肉（阿波黒牛のみ使用）700グ
ラム
10,000円
北島町で長年愛されている、体に優しく美味しい
お肉

7-2牛上中肉（阿波黒牛のみ使用）1.4キ
ログラム
20,000円
北島町で長年愛されている、体に優しく美味しい
お肉

7-3牛上中肉（阿波黒牛のみ使用）2.8キ
ログラム
40,000円
北島町で長年愛されている、体に優しく美味しい
お肉

4.かんしょ（なると金時）

10,000円
ホクホク甘い鳴門金時。おやつにも料理にもいろ
いろ美味しい！！

5.れんこん

10,000円
シャキシャキおいしく体にもイイ、すらっと美れ
んこん！！

14-1あきさかり５㎏

5,000円
北島町で育ったお米です！

14-2あきさかり10㎏（5㎏×2袋）

10,000円
北島町で育ったお米です！

14-3あきさかり30㎏（15㎏【5㎏×3袋】
を２回に分けて発送）
30,000円
北島町で育ったお米です！

12-1Ａプレミアムセット

16,200円
ナチューラのジェラートをご家庭にお届けします
！
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徳島県　北島町

12-2Ｂおまかせセット8個入り

10,500円
ナチューラのジェラートをご家庭にお届けします
！

12-3Ｃおまかせセット12個入り

15,500円
ナチューラのジェラートをご家庭にお届けします
！

8-1バウムクーヘン【Sサイズ】

5,000円
阿波和三盆糖を使い、ていねいに焼き上げたバウ
ムクーヘン

8-2バウムクーヘン【Mサイズ】

7,000円
阿波和三盆糖を使い、ていねいに焼き上げたバウ
ムクーヘン

8-3バウムクーヘン【Lサイズ】

10,000円
阿波和三盆糖を使い、ていねいに焼き上げたバウ
ムクーヘン

8-4バウムクーヘン【LLサイズ】

15,000円
阿波和三盆糖を使い、ていねいに焼き上げたバウ
ムクーヘン

2-1.源九郎のおへそ１箱

5,000円
なると金時をたっぷり使った、「たぬきのおなか
」みたいな蒸しまんじゅう。

2-2.源九郎のおへそ

10,000円
なると金時をたっぷり使った、「たぬきのおなか
」みたいな蒸しまんじゅう。

9-1すだち最中５個入り

5,000円
さわやかなスダチ香る、上品な最中です。
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徳島県　北島町

9-2すだち最中１０個入り

10,000円
さわやかなスダチ香る、上品な最中です。

1-1.きたじまぁむ１箱

5,000円
特産のなると金時から手作りしたチョコ味のお菓
子。

1-2.きたじまぁむ２箱

10,000円
特産のなると金時から手作りしたチョコ味のお菓
子。

6-1.くりーみぃすいーとぽてと選べる９
個セット
5,000円
なると金時から生まれた、しっとりクリーミィな
スィーツ。

6-2.くりーみぃすいーとぽてと選べるギ
フトセット
10,000円
なると金時から生まれた、しっとりクリーミィな
スィーツ。

13-1小豆ういろ10入箱

5,000円
春藤製菓舗の小豆の風味豊かな「阿波ういろ」で
す。常温を超えない程度で保存し、無添加につき
開封後はお早めにお召し上がりください。
固くなったらオーブントースターで焼くと香ばし
くなり、美味しくお召し上がれます。

13-2キャラメルむしどら8入箱

5,000円
春藤製菓捕のキャラメルむしどらです。ほんのり
香る、自家製キャラメルソースと吉野川の美味し
い水で育った地卵を使用した皮に、阿波和三盆糖
入り小豆粒餡をサンドしています。

13-3小豆ういろ2棹入箱

10,000円
春藤製菓舗の小豆の風味豊かな「阿波ういろ」で
す。常温を超えない程度で保存し、無添加につき
開封後はお早めにお召し上がりください。
固くなったらオーブントースターで焼くと香ばし
くなり、美味しくお召し上がれます。

13-4キャラメルむしどら16入箱

10,000円
春藤製菓捕のキャラメルむしどらです。ほんのり
香る、自家製キャラメルソースと吉野川の美味し
い水で育った地卵を使用した皮に、阿波和三盆糖
入り小豆粒餡をサンドしています。
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徳島県　北島町

11-2阿波藍パブリックパネル（「聖夜」
縫い絞り）
10,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。

11-3阿波藍ストール（板絞めグラデーシ
ョン）
30,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。

11-4阿波藍ストール（つまみ縫い絞り）

30,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。

11-5阿波藍タペストリー（縫い絞り）

60,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。

11-6阿波藍暖簾（折り絞り）

120,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。

11-7阿波藍暖簾（折り絞り）

150,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。

11-8阿波藍藍マスク（３枚セット）

15,000円
祝）「阿波藍」日本遺産認定。深く鮮やかな本物
の阿波藍を北島町よりお届けします。

15-1keytree

12,500円
玄関先であなたをお出迎え

15-2コップホルダー×2個

20,000円
木の味わいを手に感じて、ほっと一息。
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徳島県　北島町

15-3手のひらconma

24,000円
ほっこりゆったり時間が流れる、テーブル工房ki
kiの木の時計

15-4つみ木

37,000円
ついつい大人もさわりたくなる、無垢の木のつみ
木

15-5takku

74,000円
栃の木のあたたかみのあるこども椅子

15-6楽ちんスツール

114,000円
その名の通り、楽ちんなスツール

15-8Ishicorotableﾓﾝｷｰﾎﾟｯﾄ

532,000円
この樹なんの樹～？♪

19-4ノビア

1,315,000円
オープンフェイス機能付きの次世代仏壇

21-1遊山箱（木目調）

46,000円
徳島の伝統工芸品「ゆさんばこ」

21-2遊山箱（木目調：文字入れ付き）

56,000円
徳島の伝統工芸品「ゆさんばこ」

21-3遊山箱（着色）

113,000円
徳島の伝統工芸品「ゆさんばこ」
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徳島県　北島町

21-4遊山箱（着色：文字入れ付き）

123,000円
徳島の伝統工芸品「ゆさんばこ」

3-13ししゃもねこエコバッグ

11,000円
ししゃもねこ北島町オリジナル柄のエコバッグ

16-1タンブルブレスレット（藍シェル）

31,000円
普段使いのさりげないアクセサリー。
藍の青が身近に感じられる優しいデザインのアク
セサリーはさりげない気品を表現しています。

藍シェルは真珠層を持つ貝を素材としており、長

16-2丸玉ブレスレット（藍シェル）

31,000円
普段使いのさりげないアクセサリー。
藍の青が身近に感じられる優しいデザインのアク
セサリーはさりげない気品を表現しています。

藍シェルは真珠層を持つ貝を素材としており、長

16-3丸玉ネックレス（藍シェル）

53,000円
青色の丸い珠を3連チェーンが繋いだネックレス
。
藍の出す青と白のコントラストが水の惑星を連想
させるような模様です。
丸い珠は真珠のように削られたシェルで、真珠層

16-4丸玉ピアスタッセル（藍シェル）

16,500円
藍の出す青と白のコントラストが水の惑星を連想
させるような模様です。
丸い珠は真珠のように削られたシェルで、真珠層
の輝き方が真珠よりも透明感があるのが特徴です
。

16-5丸玉ピアス（藍シェル）

16,500円
普段使いのさりげないアクセサリー。
藍の青が身近に感じられる優しいデザインのアク
セサリーはさりげない気品を表現しています。

藍シェルは真珠層を持つ貝を素材としており、長

16-6丸玉ペンダント（藍シェル）

11,000円
普段使いのさりげないアクセサリー。
藍の青が身近に感じられる優しいデザインのアク
セサリーはさりげない気品を表現しています。

藍シェルは真珠層を持つ貝を素材としており、長

16-7月にネコ（藍シェル）

27,500円
独特の青色で魅せる藍シェルと彫金細工の組み合
わせ。
彫金技法はイタリアの伝統的な技法、マードレヴ
ィタートとインチジオーネ。
イタリア仕込みのジュエリー作家が作るからこそ
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徳島県　北島町

17-1北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【かがや…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-2北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【きらめ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-3北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【ひびき】
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-4北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【ひらく】
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-5北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【ゆらめ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-6北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【花だす…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-7北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【花格子…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-8北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【花菱（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-9北島町指定無形文化財「阿波藍長板
中形染」創作手彫り型紙【咲く（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。
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徳島県　北島町

17-10北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【十字花…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-11北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【唐花（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-13北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【牡丹（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-14北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【群（む…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-15北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【宏燿（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-16北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【笹（さ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-17北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【四ッ葉…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-18北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【照（シ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-19北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【石だた…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。
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徳島県　北島町

17-20北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【蘇鉄（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-21北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【菱菊（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-22北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【木蓮（…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-23北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【湧（ユ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

17-24北島町指定無形文化財「阿波藍長
板中形染」創作手彫り型紙【煌（コ…
200,000円
技術保持者・橘惠さんが自らデザインし丹念に彫
りぬいた、世界で１枚だけの作品です。

18-1お墓のお掃除代行

35,000円
お墓から遠くにお住まいの皆様方へ、真心込めて
お手伝いさせていただきます。

22-1エコバッグ(小)＋布マスク＋ポケッ
トティッシュケースのセット
10,000円
カーテン生地を使ったエコバッグ・布マスク・ポ
ケットティッシュケース3点セット

22-2エコバッグ(大)＋布マスク＋ポケッ
トティッシュケースのセット
17,000円
カーテン生地を使ったエコバッグ・布マスク・ポ
ケットティッシュケース3点セット
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