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Vita X

和漢石鹸

ドリップパックギフト

真珠塩サイダー

国産プラセンタ100％の飲む美
容原液｡特許製法のカプセルを
使用し､ 高吸収率＆高濃度
にとことんこだわりました｡

奈良県産の生薬（オウバク
エキス）を配合した和漢石
鹸｡販売元は(株)藤井利三
郎薬房｡

本格コーヒーを味わいなが
ら社会貢献への意識も持て
る｢心に美味しいコーヒー｣
です｡オリジナルブレンド5P
とカフェインレス5P､計10P
のドリップパック詰め合せ
です｡

真珠は美肌効果や解熱などの漢
方にも使用されてきました｡そんな
真珠と南伊勢町の綺麗な海水で炊
きあげてできた真珠塩を使用して
作った真珠塩サイダー。まろやかで
ほんのり甘みのあるサイダーです｡
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プランドゥシー・メディカル㈱

奈良県漢方のメッカ推進協議会

NPO法人 京都フォーライフ珈琲事業部

ゑびや

☎06-4253-0038 http://dr-placen.com

☎0742-27-8814

☎0774-43-9515 http://k-life-coffee.com

☎0596-24-3494 http://www.ise-ebiya.coｍ

かまくら頭巾･はんなり頭巾

南部鉄偶シリーズ

代表的な和柄をオリジナル頭
巾に仕立てました（意匠登録
済み）｡5通りの形に変化。TV
でも取り上げられ男女共に好
評｡外国からの旅行者にも人
気。

青森から岩手で多く出土される土偶がモチーフ。溶出する鉄分を利用
し､やかんや鍋に入れて鉄分補給。貝の砂出し､黒豆やなす漬けの色
だしなどに古釘の代用としてお使い頂けます｡

国産野菜のこだわりポタージュ

Smoked はべん

食品添加物や砂糖を使わず､産
地と品 種を限定した国産野菜
（雪にんじん･スーパースイートコ
ーン・舟形マッシュルーム）を使
った､野菜の旨味と栄養がたっ
ぷり詰まった濃厚なポタージュ｡
老若男女問わず幅広い世代から
大好評｡

富山の方言でかまぼこを意味
する｢はべん｣｡日本海で水揚げ
された新 鮮な飛魚を用い､化
学調味 料は一切使用せず､上
品な口当たりになるよう､石臼
で練り上げます｡自然な風味を
そのままに､小さな食べきりサ
イズでお楽しみ頂けます｡

㈱晴月舎

㈲ふじた花器

㈱キタマ

GRN㈱

☎ 0467-39-5472

☎0766-22-6782 https://www.fujitakaki.com

☎06-6997-3761 http://www.konzerthaus.jp

☎ 0766-31-5046 http://harrycranes.jp

｢東京未来素材｣のテーブルウェアー

コイヌ

アクリルグッズ

420 SIDEKICK

東京未来素材は､絹パウダー
51％のバイオマス素材。全国ど
こでも可燃 物で処理可能｡燃
やしても有害なダイオキシンガ
スが出ず、電子レンジ､食洗機・
漂白に対応の燃やせるプラス
チック。

紐を牽くと子犬が跳ねるように
動きます｡ブナ材・ウォールナット
材（H=120、W=65、D=120mm）

豊富な印刷経験を活かした、画像
処理・プリント作業と､丁寧な手
作業・チェックで高品質を提供し
ます｡厚みのあるアクリルにも対応
できますのでキーホルダーだけで
なく、記念品や卓上時計もおまか
せください。

セルフメディケーションの可能性
として世界で 注目されて いる
CBD（カンナビジオール） を吸
って摂取することができる､全く
新しいタイプの製品です｡普段タ
バコを吸わない人や､禁煙目的の
方にもオススメです｡

㈲三幸電機製作所

チェーシャーズ・ファクトリー

㈲エクスプレス

フォーティーエイト

☎ 042-560-9405 http://www.sankohdenki.com

☎0790-75-3444 http://www.cheshires-factory.com

☎0120-92-4192 https://xpress-novelty.com

☎ 050-5534-9418 http://fortyeight.jp

オリジナル名入れ御朱印帳

光るプリントパジャマシリーズ

アクセサリー

令和を迎えてより一層のブームと
なっている御朱印巡り｡石川特殊
特急製本では高級感ある箔押し
でお名前をお入れするオリジナ
ル名入れ御朱印帳を1冊からお
作りします｡御朱印巡りのお供に
いかがでしょうか？

男の子も女の子も大喜びする
光るプリントパジャマ♪種類
も豊富でプレゼントにも喜ば
れます｡光るプリント部分はく
っきりと光るので､ベッドタイ
ムが楽しくなります｡夏用の
半袖も人気があります｡

さまざまな金属パーツを､ハンダ
付けやロウ付けで繋ぎ合せる｢よ
せもの」と言う技法により､職人
が一点一点丁寧に仕上げたアパ
のコスチュームジェリー!
石留めされたスワロフスキーが､
鮮やかな輝きを放っています｡

日本産精油ブランド かおりと-kaorito日本の田舎に眠る香りの資源から丁
寧に抽出する精油のみを使用。生産
者の元へ足を運び品質や香りを確認
した精油、安心できる材料から施設
内で抽出した精油を使用。メッセー
ジ性のあるブレンド精油のラインナ
ップは、言葉にできない思いや感情
を表現するアイテムとなり物・場所・人
…いろいろなことへつながってゆく。

石川特殊特急製本㈱

ジョイング･カンパニー

㈱アパ

かおりと-kaorito-

☎ 06-6762-5851 https://www.issmain.co.jp

☎072-747-9479 http://item.rakuten.co.jp/nopnop/glow-pajama-girl

☎072-770-6800 http://apa1991.sakura.ne.jp

☎ 06-7502-1730 https://kaorito.jp
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アレルゲン吸引ブラシ

アイスキャンディ ｢果蜜｣

働くじゃばら 30日分

アレルギー防止に役立つアレルゲ
ン吸引ブラシは､衣服の花粉用､
布団のダニ用､ペット用､異物用に
シリーズ化。電源は乾電池式､充
電式､電源コード式を多彩に揃え､
小型軽量で使い勝手が良く､誰で
も何所でも使える優れモノです｡

通常の梅とは異なり､スモモの
ような爽やかな甘い香りと鮮
やかな紅色が特徴の｢露茜｣を
使用したアイスキャンディです｡
南高梅と露茜の独自製法によ
るエキスに､美容・健康要素の
コラーゲンや希小糖を加えま
した｡

和歌山県産じゃばら果皮を使用し
た､カプセルタイプのサプリメント
です｡じゃばらが自分に合う方向け
の健康食品｡気軽に持ち運びがで
き､気になった時にお使いいただ
けます｡
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兵庫県産の高品質な靴下に､左右で２コマの話になるデザインを、写真
から起こした精緻な刺繍と靴下業界で初となるコード刺繍で表現｡パ
ッケージは窓を開けている箱型。窓から覗く愛嬌のある刺繍を左右で
確認出来るようにしました｡
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㈱田中刺繍

㈱H&C技術研究所

㈱きたかわ商店/わかやま産業振興財団

㈱ファイブワン/わかやま産業振興財団

☎0794-82-2135 https://www.tanakashisyu.com

☎0774-98-2291 http://www.handc-techno.co.jp

☎073-422-0518 http://kitakawashoten.jp/

☎073-448-5040 https://jabarahonpo.com

透き通るシリーズ(ピアス/イヤリング)

富士山モチーフカップ/ボール

透き通るシリーズ はF U N I
FUNIの2人で描いた絵(柄)を
写し込んで作っている素材か
らオリジナルの透明感溢れるア
クセサリーです｡

観光庁が選定する｢おみやげ
グランプリ2018」にて奨励賞
を受賞致しました｡4サイズ､
各8色のカラーバリエーショ
ンは､ギフトやプレゼントの
ほか普段使いの器としても
食卓を彩ります｡

紀州南高梅 梅グラッセ

木種-kiiche-

紀州南高梅を砂糖・はちみつのみでじ
っくり漬け込んだ梅のスイーツ｡甘酸っ
ぱく芳醇なお味は一度食べるとやみつ
きになる美味しさ｡ITQI（ 国際味覚審
査機構)優秀味覚賞受賞/観光庁｢世界
にも通用する究極のお土産｣シルバーリ
ボン賞受賞/プレミア和歌山認定商品
/2016年ギフト大賞和歌山賞受賞

紀州-清水地域で山林を守り紀
州材を育んできた林業者が
「木」
に拘り､次世代に山林を繋
ぐ｢種｣となるよう思いを託し創り
出しました｡樹齢100年を超す
紀州材の香りと手触り､木目や
色の美しさを五感で感じ､オー
クヴィレッジデザインによるシンプ
ルな造形を楽しんで下さい｡

ＦＵＮＩ ＦＵＮＩ

SWEETS CRAFT

㈱ふみこ農園/わかやま産業振興財団

マルカ林業(株)/わかやま産業振興財団

http://www.funifunihandmade.jp

☎ 0572-26-8214 http://www.sweets-craft.co.jp

☎ 0737-53-2350 http://www.fumiko.co.jp

☎073-436-1185 http://maruka.wp.xdomain.jp

TAGGED Laundry Pen(タグドランドリーペン)

石と流木のインテリア

木ｔｃｈ(コッチ)

TSUCHITOCO
（ツチトコ）

タグドランドリーペンは､洗えるほ
ど丈夫なタグドメモパッドに対して
同様にタフなペンが欲しいの声に
応えて誕生した新発売のタフなペ

石と流木を使用して作品作りをしてい
ます｡玄関サイドに設置できるものから
デスク用の小さな物までラインナップ｡
お好みのスペースに応じて作成可能。

めぐる季節の中でクルミの木は大
きく育ちます｡その温かく､しなや
かな命のかけらを､小さなアクセサ
リーに変身させました｡国産クルミ

『植物がよろこぶ土づくり』をコンセプトに
開発した、今までにない植物用栄養サプ
リ！自然環境の悪化で植物にとって欠かせ
ない土が本来の力をなくしている現代、植

ンです｡

キット製作も承れます｡

材に超繊細な模様を施し､柿渋と
蜜蝋という天然の塗料を手仕事で
丁寧に塗り重ね仕上げています｡

物本来の力を引き出す製品です。天然成分
のみ配合。

TAGGED(タグド)

eternalwing

フォーオン

㈱樹木新理論

☎06-6488-2778 http://tagged.jp

☎ 0721-68-8811

☎ 076-231-6550 http://cotch.foron.co.jp

☎0877-24-2080 http://www.jumoku.jp/

猫ちゃんアルファベットワッペン

熊野の香り熊野クロモジバーム

イロとカタチの選べるピアス・イヤリング

モダンスプラウト

アルファベットA〜Zを猫のユ
ニークなポーズで表現｡カラフ
ルなフェルトに刺繍したかわ
いいワッペンは、簡単にアイロ
ン接着できます｡サイズは2〜
7cmで文字により異なります｡
肉球タイプも揃っています｡
Made in JAPAN

最高の香りを求めて熊野の
森に入り､すべて手作業で天
然の香り(精油)を抽出｡香り
の特 徴と熊野クロモジ精油
から見つかった特許取得の
肌にいい香り成分を生かした
全身どこにでも使用できる高
保湿バームです｡

美濃焼の産地で作られたちいさなタイルのアクセサリー｡タイルの老舗
だから出せるカラフルな色合いで､日常の生活を楽しく彩ります｡ 243
種類のイロとカタチから､あなた好みのタイルピアス＆イヤリングを見
つけてください｡

日本 初上陸！アメリカ･シカゴ発
「Modern Sprout」は 限られたス
ペースで気軽に家庭菜園を をコ
ンセプトとしたインテリアにもなる
水耕栽培キット｡バジル･ミントな
どのハーブ系からラベンダー･ポピ
ーなどのフラワー系まで､17種類
の種の中からあなたにぴったりな
キットを見つけてください｡

マック刺繍

㈱エムアファブリー/わかやま産業振興財団

やきものアクセサリー七窯社

㈱ホーブ

☎0771-22-8957 http://macsisyu.sakura.ne.jp

☎ 0735-22-0662 http://m-affably.com

☎ 0572-22-0388 https://nanayosha.com

☎045-298-2787 http://www.hove.jp
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