
令和２年１０月６日

市長記者会見資料

ふるさと納税返礼品をリニューアルします 

～ふるさと納税で“魅力”を発掘～ 

 本市では、川崎の魅力ある資源を発掘、再確認し、市内外へ発信することを通じて、

本市を応援してくれる方を増やすとともに、地元経済の活性化に資するため、ふるさと

納税制度に取り組んでいます。

このたび、民間専用サイトに掲載する「返礼品」のリニューアルを 10 月 1 日（木）
に行いました。市外の寄附者の皆様には、お礼の品として、「観る」「体験する」「味わ

う」の各分野で、「川崎ならでは」や「川崎らしさ」を体感していただける品物を新た

に 49品追加して、リニューアル後には 209品をご用意しております。

１ 民間専用サイト

・株式会社トラストバンク「ふるさとチョイス」

https://www.furusato-tax.jp/city/product/14130
 ・株式会社ＪＴＢ「ふるぽ」

https://furu-po.com/lg_goods_list.php?id=141305#intro

２ リニューアル掲載日時 

   令和２年 10月 1日（木）から掲載しております。

３ 返礼品数及び事業者数

・新規返礼品 49品、新規事業者 15事業者
（「観る」2品、「体験する」22品、「味わう」25品）
・返礼品総数 209品、事業者総数 72事業者
（「観る」35品、「体験する」63品、「味わう」111品）

４ 新たな返礼品の追加について 

１０月からは継続して、事業者から新たな返礼品の申込みを受け付けており、毎月

登録してまいります。

５ 配布資料

・ふるさと納税返礼品一覧（令和２年 10月新規追加分）資料１
・ふるさと納税返礼品一覧（既存登録分）資料２

問合せ先 

川崎市財政局財政部資金課 土浜 

044-200-2187



（単位：円）
NO 分類 事業者名 品名 寄附額
1 観る 株式会社川崎フロンターレ 2020川崎フロンターレ 応援パック 17,000
2 観る カワスイ 川崎水族館 カワスイ 川崎水族館ペアチケット 14,000
3 体験する 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「ディナーブッフェペアお食事券（スイーツお土産付き）」 30,000
4 体験する 東海道GLASS 切子体験 12,000
5 体験する 東海道GLASS ガラス切子講座３回 50,000
6 体験する 東海道GLASS ガラス切子講座（全11回） 140,000
7 体験する 東海道GLASS オリジナル切子グラス「研」 90,000
8 体験する 東海道GLASS オリジナル切子グラス「東海道」 150,000
9 体験する 有限会社 NENGO HOTELS 川崎日進町「アートリノベーション宿」宿泊券 3,000円券×3枚 30,000
10 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 川崎で楽しむクリスマスディナーコース 100,000
11 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 川崎で楽しむクリスマスディナーコース（グラスシャンパン＋グラスワイン赤or白付き）1組2名様【12月24日】 100,000
12 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 川崎で楽しむクリスマスディナーコース（グラスシャンパン＋グラスワイン赤or白付き）1組2名様【12月25日】 100,000
13 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 ワインフルボトル付きコーナールームご宿泊（1泊ご朝食付き）1組2名様 240,000
14 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 ワインフルボトル付きスイートルームご宿泊（1泊ご朝食付き）1組2名様 300,000
15 体験する ホテルメトロポリタン 川崎 ワインマリアージュ付きディナーブッフェ1組2名様 70,000
16 体験する SNEXT株式会社  nal フラッグシップイヤホン A8000 400,000
17 体験する SNEXT株式会社  nal AFDS平面磁界型ヘッドホン D8000 1,000,000
18 体験する SNEXT株式会社  nal ハイレゾイヤホン E1000C 6,000
19 体験する SNEXT株式会社  nal ハイレゾイヤホン E3000C 11,000
20 体験する SNEXT株式会社  nal ３Dオーディオイヤホン E500 5,000
21 体験する SNEXT株式会社 ag 完全ワイヤレスイヤホンTWS03R (ｶﾗｰ:ｸﾘｰﾑ､ｸﾞﾘｰﾝ､ﾌﾞﾗｯｸ､ﾌﾞﾙｰ､ﾓﾓ､ﾚｯﾄﾞ) 11,000
22 体験する SNEXT株式会社 ag 完全ワイヤレスイヤホン TWS04K 30,000
23 体験する 今野工業 株式会社 オーブン燻製機 110,000
24 体験する さつまいも掘体験 6,000
25 味わう 株式会社 泉屋東京店 <泉屋>寿クッキーズ 5,000
26 味わう 株式会社 泉屋東京店 7,000
27 味わう 株式会社 泉屋東京店 10,000
28 味わう 株式会社 泉屋東京店 18,000
29 味わう 株式会社熱源 防空壕きくらげセット 11,000
30 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 おやつ便A 季節の焼菓子＆ジャムの詰め合わせ 17,000
31 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 おやつ便B 季節の焼菓子＆ジャムの詰め合わせ 10,000
32 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 宮前区産 新鮮卵のマドレーヌ 8個入り 5,000
33 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 宮前区産 新鮮卵のマドレーヌ 12個入り 7,000
34 味わう 4月のさかなデザイン社／めぐみ焼菓子店 宮前区産 新鮮卵のマドレーヌ 20個入り 11,000
35 味わう 株式会社 新世 かわさき餃子舗の会・餃子みそ、餃子20個セット 7,000
36 味わう 株式会社 新世 かわさき餃子舗の会オールスターセット 10,000
37 味わう 株式会社 新世 かわさき餃子舗の会 餃子みそ、カシューナッツセット 8,000
38 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 神奈川県産りんご「涼香の季節」のクリスマスアップルパイ 10,000
39 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル 少人数向け「おせち一段重」 50,000
40 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「和食・洋食・中華のおせち三段重」 135,000
41 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「クリスマスシュトーレン」 10,000
42 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「スイーツおせち二段重」 55,000
43 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「クリスマスブーツの焼き菓子詰め合わせ」 10,000
44 味わう 株式会社住販サービス 川崎日航ホテル 川崎日航ホテルクリスマスケーキ「ブッシュ・ド・ノエル」 20,000
45 味わう 東海道BEER川崎宿工場 6,000
46 味わう 東海道BEER川崎宿工場 クラフトビール6本セット（定番4本と限定ビール2本） 12,000
47 味わう 東海道BEER川崎宿工場 18,000
48 味わう 東海道BEER川崎宿工場 クラフトビール15本セット（定番4種×3本と限定ビール3本） 30,000
49 味わう ムーンライト株式会社 9,000

ふるさと納税返礼品一覧表(１０月新規追加分)

※色塗は掲載イメージあり

資料１



5,100ポイント(参考寄附額：17,000円)と交換可能数量： 1 
★この自治体は最少金額5,000円から、1,000円単位での寄附を受
け付けております。

お礼の品を受け取らず寄附のみ行う

【Lサイズ】 2020 川崎フロンターレ 応援パッ

ク

容量 ユニフォーム：Lサイズ

( 身長172～178cm / チェスト 94～98cm )

タオルマフラー：

約H200×W1,100mm

配送方法 常温配送

管理番号 BD10-NT

発送期日 順次配送

このお礼の品は現在お申し込みができません。

寄附をしてポイントのみ貯める

とても便利なポイント制とは？

神奈川県川崎市のお礼の品概要

応援の必需品2020 1stユニフォームとタオルマフラーがセットになった応援パック。

ふるさと納税だけの限定販売!

※タオルマフラーはランダムでのお渡しとなります

【商品に関するお問合せ先】

事業者　：川崎フロンターレ

連絡先　：0570-000-565

事業者情報

事業者名 川崎フロンターレ

連絡先 0570-000-565

営業時間 10:00～18:00

定休日 土日祝およびホームゲーム等の翌月曜除く

2020/09/28https://furu-po.com/LG/choice_goods_preview.php?id=702630

民間専用サイト掲載イメージ

（返礼品一覧表　ＮＯ,１）



4,200ポイント(参考寄附額：14,000円)と交換可能数量： 1 
★この自治体は最少金額5,000円から、1,000円単位での寄附を受
け付けております。

お礼の品を受け取らず寄附のみ行う

カワスイ 川崎水族館ペアチケット　

容量 カワスイ 川崎水族館ペアチケット（ご招待券2枚）

有効期限 2021年8月31日まで有効

配送方法 常温配送

管理番号 CZ01-NT

発送期日 順次配送

このお礼の品は現在お申し込みができません。

寄附をしてポイントのみ貯める

とても便利なポイント制とは？

神奈川県川崎市のお礼の品概要

2020年7月に川崎市初の水族館が開業されました。当水族館では、「世界の美しい水辺」をテーマに、川崎市を流

れる多摩川からアジア、アフリカ、南米アマゾンの熱帯雨林まで、世界の様々な環境に暮らす生きものを最先端の

映像・証明・環境技術を駆使して展示しています。都会にいながら、世界の水辺を散歩するように楽しむことがで

きる、新感覚のネイチャーエンターテイメント水族館です。今回、どなたでもご利用いただけるカワスイ 川崎水

族館ペアチケットを贈呈させていただきます。

【商品に関するお問合せ先】

事業者　：カワスイ 川崎水族館

連絡先　：044-222-3207

事業者情報

事業者名 カワスイ 川崎水族館

連絡先 044-222-3207

営業時間 9:30-18:30

定休日 年末年始、不定期の場合有

2020/09/28https://furu-po.com/LG/choice_goods_preview.php?id=702657

（返礼品一覧表　ＮＯ,２）

民間専用サイト掲載イメージ



300,000ポイント(参考寄附額：1,000,000円)と交換可能

数量： 1 ★この自治体は最少金額5,000円から、1,000円単位での寄附を受
け付けております。

お礼の品を受け取らず寄附のみ行う

final フラッグシップモデル　平面磁界型ヘッド

ホン D8000

容量 ヘッドホン本体、ヘッドホンスタンド、3.5mmミニ

プラグ(1.5m) / 6.3mm標準プラグ(3m)

賞味期限 なし

配送方法 常温配送

管理番号 DC02-NT

発送期日 順次配送

このお礼の品は現在お申し込みができません。

寄附をしてポイントのみ貯める

とても便利なポイント制とは？

神奈川県川崎市のお礼の品概要

自社工場を川崎に立ち上げ、ドライバー（スピーカー）の開発/設計から、製造/販売まで全て自社でコントロール

し、常に高い品質を追求するオーディオブランドfinal（ファイナル）のフラッグシップヘッドホンです。従来の

ヘッドホンでは実現が難しかった、伸びやかで繊細な高域と自然で広がりのある低域の両立を実現。一音一音の再

現性が極めて高く、スタジオでアーティストが作品に込めた情熱までも感じ取れるような、これまでにない圧倒的

な音のリアリティをお楽しみいただけます。

・新開発「AFDS：エアフィルムダンピングシステム」

従来の平面磁界型ドライバーユニットには、振幅が大きくなる低域で振動板がマグネットに接触する問題がありま

した。それを解決するために、有限要素法による振動板のシミュレーションと、レーザードップラー振動計による

測定を繰り返し、「AFDS：エアフィルムダンピングシステム」という新しい振動板の制動技術を確立しました。

これにより、平面磁界型の弱点であった低音の再現性が低いという問題点を解決致しました。平面磁界型の再発明

と言える技術です。

D8000では、AFDSによって、振動板がマグネットに接触する問題を解決したため、ドライバーユニットが再生可

能な低音の周波数を下げることが可能になりました。通気性のあるイヤーパッドと併せて、優れたダイナミック型

でしか表現できなかった、量感と開放感を併せ持った低音の再生を可能にしました。

・精度を追求した自社工場生産

D8000は川崎の本社内で生産を行なっています。製品組立の精度は、部品の精度と共に、組立を補助する道具であ

る治具の精度に大きく左右されます。部品精度の僅かなばらつきを、組立てながら微調整できるよう、生産治具の

設計製造を内製化しています。

また、D8000のために振動板成形機といった生産機器や振動板テンションメーターといった測定器なども専用品を

自社で開発しています。本当に良いものを作り出すには、素材に近い部品の製造の過程に踏み込む必要がありま

す。made in Japanの良さは、そうした際に素材に近いメーカーの協力が得られるところです。素材という部品の

源流から製品の組立までを一貫してコントロールすることで、製品の高い品質を実現しています。

’【商品に関するお問合せ先】 事業者　：SNEXT株式会社

連絡先　：044-789-5796 

事業者情報

’事業者名 SNEXT株式会社

連絡先 044-789-5796

営業時間 11:00-19:00

定休日 土曜・日曜・祝祭日・年末年始など

2020/09/28https://furu-po.com /LG /choice_goods_preview .php?id=702845

（返礼品一覧表　ＮＯ,１７）
民間専用サイト掲載イメージ



33,000ポイント(参考寄附額：110,000円)と交換可能

数量： 1
★この自治体は最少金額5,000円から、1,000円単位での寄附を受
け付けております。

お礼の品を受け取らず寄附のみ行う

世界初　冷燻機能搭載　ヘラ絞り加工によるス

テンレス製大型オーブン燻製機

容量 外寸：Φ335×H220-ｔ1.5

重量：2.5kg

原材料名(素材・成分)

ステンレス304　1.5t

配送方法 常温配送

管理番号 CV01-NT

発送期日 順次配送

このお礼の品は現在お申し込みができません。

寄附をしてポイントのみ貯める

とても便利なポイント制とは？

神奈川県川崎市のお礼の品概要

あらゆる燻製が可能（熱燻、温燻、冷燻）で汎用性・耐久性・保守性が高くすべての燻製が短時間でおいしく仕上

がります。一般的に燻製調理は手軽に出来ませんが、燻製作りが好きな方。プロの方。料理が好きな方々が、本格

燻製を手軽に作れる燻製機です。（特許取得6632678号）

【商品に関するお問合せ先】

事業者　：今野工業株式会社

連絡先　：044-811-7204

事業者情報

事業者名 今野工業株式会社

連絡先 044-811-7204

営業時間 09:00-17:00

定休日 土曜・日曜・祝祭日・年末年始など

| [ ]

2020/09/25https://furu-po.com/LG/choice_goods_preview.php?id=702632

（返礼品一覧表　ＮＯ,２３）

民間専用サイト掲載イメージ



16,500ポイント(参考寄附額：55,000円)と交換可能数量： 1

★この自治体は最少金額5,000円から、1,000円単位での寄附を受
け付けております。

お礼の品を受け取らず寄附のみ行う

川崎日航ホテル「スイーツおせち二段重」

容量 ・スイーツ11品目

・重箱サイズ（2段外径）　縦20.0×横20.0×高さ1

2.4cm

【原材料名(素材・成分)】

特定原材料：卵、小麦、乳

賞味期限 ※製造日より冷凍で20日 解凍後は冷蔵保存にて48

時間以内

配送方法 冷凍配送

管理番号 AZ07-NT

期間限定 ～ 2020年12月25日

発送期日 2020/12/31発送

このお礼の品は現在お申し込みができません。

寄附をしてポイントのみ貯める

とても便利なポイント制とは？

神奈川県川崎市のお礼の品概要

二段重に詰められたスイーツおせちは、松梅のマカロンや縁起が良い鯛の形のパイ、だるまのケーキなど、全11品

のパティシエ手作りのスイーツがセットになっています。

お正月のお年賀や家族の団らんなどに、華やかなスイーツおせちをお楽しみください。

※冷蔵庫で約12時間解凍してからお召し上がりください。
【保存方法】

冷凍

【配達不可地域】

北海道

沖縄

離島

【商品に関するお問合せ先】

事業者　：川崎日航ホテル

連絡先　：event@k.nikkohtl.co.jp

事業者情報

事業者名 川崎日航ホテ

ル

連絡先 event@k.nikkohtl.co.

jp

営業時間 平日10:00～17:

00

定休日 土曜・日曜・祝祭日な

ど

2020/09/28https://furu-po.com/LG/choice_goods_preview.php?id=702605

（返礼品一覧表　ＮＯ,４２）

民間専用サイト掲載イメージ



3,600ポイント(参考寄附額：12,000円)と交換可能数量： 1 
★この自治体は最少金額5,000円から、1,000円単位での寄附を受
け付けております。

お礼の品を受け取らず寄附のみ行う

【東海道BEER川崎宿工場】クラフトビール6本

セット

容量 発泡酒　330ml　（1623・黒い弛緩・薄紅の口実・

麦の出会い・限定ビール2種2本）　6本

【原材料名(素材・成分)】

「1623」原材料：麦芽・ホップ・酵母・カラギナ

ン　アルコール分：6％　

　「黒い弛緩」原材料：麦芽・ホップ・酵母・ク

ローブ・糖類・カラギナン　アルコール分：7％　　

「薄紅の口実」原材料：麦芽・ホップ・酵母・いち

ご・ハチミツ・カラギナン　アルコール分：5％　

　「麦の出会い」原材料：麦芽・ホップ・酵母・オ

レンジピール・コリアンダー・カラギナン　アル

コール分：6％

賞味期限 消費期限：約3カ月

配送方法 冷蔵配送

管理番号 DB02-NT

発送期日 順次配送

このお礼の品は現在お申し込みができません。

寄附をしてポイントのみ貯める

とても便利なポイント制とは？

神奈川県川崎市のお礼の品概要

「ジャパン・グレートビア・アワーズ」「いま飲むべき最高のクラフトビール100」等に選ばれた作り立てのビー

ルを瓶詰してお届けいたします。川崎宿が制定された1623年を名前にしたIPA「1623」、醸造技師の個性が光る

ポーター「黒い弛緩」、県立川崎高校養蜂部の蜂蜜を使ったアンバーエール「薄紅の口実」、オレンピールとコリ

アンダーシードが香るベルジャン・ウィート「麦の出会い」の定番4種の他季節限定2種、醸造技師が造る個性豊か

なビールを旧東海道川崎宿跡にひっそりとライトを灯しているビール醸造所で作っております。

【保存方法】

冷蔵保存

【商品に関するお問合せ先】

事業者　：東海道BEER川崎宿工場

連絡先　：044-272-3639

事業者情報

事業者名 東海道BEER川崎宿工場

連絡先 044-272-3639

営業時間 17:30-22:00

定休日 月・火曜日

| [ ]

2020/09/28https://furu-po.com/LG/choice_goods_preview.php?id=702777

（返礼品一覧表　ＮＯ,４６）

民間専用サイト掲載イメージ



ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

1 川崎タクシー株式会社 川崎工場夜景タクシープラン（2時間コース） 34,000

2 株式会社川崎フロンターレ 川崎フロンターレ　マスコットビーンズぬいぐるみ 19,000

株式会社川崎フロンターレ 【Sサイズ】川崎フロンターレ　応援パック 17,000

株式会社川崎フロンターレ 【Mサイズ】川崎フロンターレ　応援パック 17,000

株式会社川崎フロンターレ 【Lサイズ】川崎フロンターレ　応援パック 17,000

株式会社川崎フロンターレ 【XLサイズ】川崎フロンターレ　応援パック 17,000

4 株式会社たびゲーター 川崎市るるぶトラベルプランに使えるふるさと納税宿泊クーポン3,000円分 10,000

5 株式会社たびゲーター 川崎市るるぶトラベルプランに使えるふるさと納税宿泊クーポン 15,000円分 50,000

6 株式会社たびゲーター 川崎市るるぶトラベルプランに使えるふるさと納税宿泊クーポン 30,000円分 100,000

7 株式会社ホワイトウルフ 川崎純情小町☆グッズ 10,000

8 株式会社ホワイトウルフ 川崎純情小町☆ライブ観覧コース 17,000

9 株式会社ホワイトウルフ 川崎純情小町☆ふるさと納税フルセット 34,000

10 株式会社　DeNA川崎ブレイブサンダース 川崎ブレイブサンダース プライマリーロゴタオル 8,000

11 株式会社　DeNA川崎ブレイブサンダース 川崎ブレイブサンダース プライマリーロゴトート 8,000

12 株式会社　DeNA川崎ブレイブサンダース 川崎ブレイブサンダース マスコットぬいぐるみ 9,000

13 公益財団法人　川崎市文化財団 川崎浮世絵ギャラリーをご覧いただける年間パスポート引換券 10,000

14 JTBふるぽWEB旅行クーポン（JTBホームページ) 【川崎市】JTBふるぽWEB旅行クーポン（3,000円分） 10,000

15 JTBふるぽWEB旅行クーポン（JTBホームページ) 【川崎市】JTBふるぽWEB旅行クーポン（15,000円分） 50,000

16 JTBふるぽWEB旅行クーポン（JTBホームページ) 【川崎市】JTBふるぽWEB旅行クーポン（30,000円分） 100,000

17 JTB旅行クーポン（店舗・旅の予約センター） 【川崎市】JTBふるさと納税旅行クーポン（3,000円分） 10,000

18 JTB旅行クーポン（店舗・旅の予約センター） 【川崎市】JTBふるさと納税旅行クーポン（15,000円分） 50,000

19 JTB旅行クーポン（店舗・旅の予約センター） 【川崎市】JTBふるさと納税旅行クーポン（30,000円分） 100,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：S）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：M）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：L）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：LL）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：3L）富士通フロンティアーズ　ドライTシャツ 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：S）富士通フロンティアーズ ドライホッケーＴシャツ 18,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：M）富士通フロンティアーズ ドライホッケーＴシャツ 18,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：L）富士通フロンティアーズ ドライホッケーＴシャツ 18,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 (サイズ：XL）富士通フロンティアーズ ドライホッケーＴシャツ 18,000

22 有限会社　スタジオ貳拾壹 富士通フロンティアーズ マフラータオル 12,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：130cm）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：150cm）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：S）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：M）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：L）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：O）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：XO）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：XA）富士通フロンティアーズ レプリカユニフォーム（限定デザイン） 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：S）富士通フロンティアーズ 応援セット 69,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：M）富士通フロンティアーズ 応援セット 69,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：L）富士通フロンティアーズ 応援セット 69,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 （サイズ：XL）富士通フロンティアーズ 応援セット 69,000

■観る（３３品）
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ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(SM)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(MD)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(LG)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XL)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XXL)　富士通レッドウェーブ ドライＴシャツ 15,000

26 有限会社　スタジオ貳拾壹 富士通レッドウェーブ マフラータオル 14,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(MD)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃10：町田瑠唯 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(ＬＧ)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃10：町田瑠唯 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XL)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃10：町田瑠唯 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(MD)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃11：篠崎澪 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(ＬＧ)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃11：篠崎澪 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XL)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃11：篠崎澪 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(MD)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃15：山本千夏 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(ＬＧ)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃15：山本千夏 選手 41,000

有限会社　スタジオ貳拾壹 サイズ：(XL)　富士通レッドウェーブ レプリカユニフォーム ＃15：山本千夏 選手 41,000

30 有限会社ル・スポール NECレッドロケッツ　オリジナルグッズ(2wayクッション) 10,000

31 有限会社ル・スポール NECレッドロケッツ　オリジナルグッズ(3連ポーチ) 7,000

32 有限会社ル・スポール NECレッドロケッツ　オリジナルグッズ(プルパーカー)：Lサイズ 15,000

33 有限会社ル・スポール NECレッドロケッツ　オリジナルグッズ(プルパーカー)：XLサイズ 15,000

25

27

28

29
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ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

1 アソシエＣＨＡＣＯ 片手で、らくらくＫＡＷＡＳＡＫＩネクタイ（シルク） 25,000

2 アソシエＣＨＡＣＯ かわさきマイスター考案「車いす用防寒・撥水マント＆ひざ掛けセット」 100,000

3 アソシエＣＨＡＣＯ かわさきマイスター考案！服を着たような「おしゃれ着エプロン」 15,000

4 アソシエＣＨＡＣＯ かわさきマイスター考案！ケガ・関節障害でも「着やすいボレロ」 44,000

5 アソシエＣＨＡＣＯ かわさきマイスター講師による「シニアが輝く着物リメイク講座」 50,000

6 株式会社　青山プラスチック塗装 歯医者さんと考えた歯磨きミラー　HAMIL 10,000

7 株式会社　伊吹電子 携帯感覚の音声拡聴器「クリアーボイス」 22,000

8 株式会社　サンナイオートメーション 災害時の安眠確保用品「クイックナップ」一人用セット 20,000

9 株式会社　サンナイオートメーション 災害時の安眠確保用品「クイックナップ」二人用 20,000

10 株式会社　サンナイオートメーション 災害時の安眠確保用品「クイックナップ」一人用 10,000

11 株式会社　サンナイオートメーション 災害時の安眠確保用品「クイックナップ」二人用セット 30,000

12 株式会社しむら ふるさと納税限定 SimSimJapanコスメ　福袋！ 25,000

13 株式会社しむら インド伝承！　アーユルヴェーダシロダーラ体験チケット 38,000

14 株式会社　日の出製作所 【完全受注生産】「鳴」～総削り出しパター～ 150,000

15 株式会社　日の出製作所 【完全受注生産】「鳴」～総削り出しパター～（名入れ） 160,000

16 株式会社　勇竿 東扇島西公園西公園 売店1,500点分商品券 5,000

17 株式会社　勇竿 東扇島西公園 手ぶらで釣り体験！ 10,000

18 川崎キングスカイフロント東急REIホテル 川崎のアーバンリゾートを楽しむホテル宿泊券 96,000

19 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 JAGDAつながりの展覧会Part 1 マスキングテープ 6,000

20 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 JAGDAつながりの展覧会Part 2 チャリティ・アート・タンブラー（Aセット） 5,000

21 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 JAGDAつながりの展覧会Part 2 チャリティ・アート・タンブラー（Bセット） 5,000

22 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 JAGDAつながりの展覧会Part 2 チャリティ・アート・タンブラー（Cセット） 5,000

23 佐野デザイン事務所 エコで楽しいデザイン緩衝材クッションサン【川崎限定カラーセット】 5,000

24 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団　川崎市
柿生学園

川崎市消防局キャラクター　太助セット 10,000

25 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 川崎市消防局キャラクター太助のハンカチ・ティッシュケースセット 5,000

26 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 川崎市消防局キャラクター太助と消防船のハンカチ・エコバックセット 10,000

27 社会福祉法人　育桜福祉会　わかたけ作業所 限定100個！！川崎市消防局キャラクター太助のハンカチ・エコバックセット 10,000

28 宝養生資材株式会社 東京大学と富士通研究所の共同開発による新素材「チタンアパタイト」配合の次世代石鹸　川崎力 6,000

29 宝養生資材株式会社 東京大学と富士通研究所の共同開発による新素材「チタンアパタイト」配合の次世代石鹸　エステルの瞳 22,000

30 宝養生資材株式会社 東京大学と富士通研究所の共同開発による新素材「チタンアパタイト」配合の次世代石鹸　宝養生せっけん 8,000

31 多摩川緑地バーベキュー広場共同事業体 多摩川緑地バーベキュー広場入場券　6名様分 10,000

32
東京ガス株式会社　暮らしサービス事業推進部ス
テーション２４

離れて暮らすご家族をそっと見守る、東京ガスの「くらし見守りサービス(ご家族)」(1年間) 70,000

33 特定非営利活動法人 川崎市民石けんプラント 「川崎市民石けんプラント」きなりっこセット 5,000

34 日本理化学工業株式会社 おふろでお絵かき　キットパスセット 13,000

35 日本理化学工業株式会社 キットパスお絵かきセット 22,000

36 日本理化学工業株式会社 チョーク屋さんが作ったチョークと黒板のセット 18,000

37 日本理化学工業株式会社 どこでも黒板スペースになる、黒板とチョークのセット 22,000

38 有限会社　相和シボリ工業 Re-shibo 20,000

39 有限会社　相和シボリ工業 金胎麗漆炭粉蒔ろっくぐらす（緑） 74,000

40 有限会社下村写真館 川崎大師公園横「スタジオシモムラ」写真撮影クーポン5000点券 19,000

41 有限会社　博進社 川﨑生まれのけん玉＆こま 5,000

■体験する（４１品）
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ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

1 アルテの合同会社 「食パン専門店」アルテの食パン詰め合わせ 10,000

2 アルテの合同会社 「食パン専門店」アルテの食パン詰め合わせ　プレミアム 15,000

3 株式会社　アノー 多摩川・河畔散歩　小(焼き菓子詰め合わせ) 7,000

4 株式会社　アノー 多摩川・河畔散歩　中(焼き菓子詰め合わせ) 11,000

5 株式会社　アノー 多摩川・河畔散歩　大(焼き菓子詰め合わせ) 14,000

6 株式会社 大谷堂 『いちから作ったわらび餅』　『釜揚げわらび餅』　『プレミアムわらび餅』　のギフトセット 15,000

7 株式会社 大谷堂 『釜揚げわらび餅』　『プレミアムわらび餅』のギフトセット 10,000

8 株式会社　大原商店 川崎味散歩（かわさき名産品）と豆菓子詰合せ 12,000

9 株式会社　川崎京香園 若芽萌ゆる 最幸のお茶　お詰め合わせ 20,000

10 株式会社　川崎京香園 川崎大師銘茶 千代のかほり、金箔入抹茶使用 抹茶入玄米茶 大安　セット 10,000

11 株式会社　川崎京香園 厄除ほうじ茶、金箔入抹茶使用 抹茶入玄米茶 大安セット 10,000

12 株式会社住販サービス　川崎日航ホテル 川崎日航ホテル「かわさき産はちみつの焼き菓子セット」 8,000

13 株式会社　住吉 住吉特製　大師土産　欲張りセット 10,000

14 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔「雪の華」（YK-30） 10,000

15 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔「雪の華」（YK-50） 14,000

16 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔「雪の華」（YK-100） 30,000

17 株式会社　高喜商店 小町のり（味付海苔）【川崎市ご当地アイドルスペシャルVer.】 10,000

18 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔たっぷり120枚セット 20,000

19 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の焼海苔・味付海苔　詰合せ 20,000

20 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】高喜の海苔ボトル 焼海苔・味付海苔　詰合せ 15,000

21 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】ワケあり！高喜のはねだし焼海苔 たっぷり120枚 20,000

22 株式会社　高喜商店 【神奈川県産】【新海苔】高喜の焼海苔「神奈川の極み」50枚セット 20,000

23 株式会社　東照 川崎宿名物・冷凍奈良茶飯風おこわ（川崎ブレイブサンダースver） 10,000

24 株式会社ブールミッシュ ミルフレット18個入　MF-D 10,000

25 株式会社ブールミッシュ マカロン15個入　BMM-C 10,000

26 株式会社ミートエポック 発酵熟成黒毛和牛イチボ200g　30日熟成 14,000

27 株式会社ミートエポック 発酵熟成黒毛和牛シンタマ200g　30日熟成 12,000

28 株式会社ミートエポック 発酵熟成黒毛和牛ウチモモ200g　30日熟成 11,000

29 株式会社ミートエポック 発酵熟成黒毛和牛ナカニク200g　30日熟成 8,000

30 株式会社ミートエポック 発酵熟成三元豚バラ肉200g 30日熟成 7,000

31 株式会社ミートエポック 発酵熟成牛豚盛合せ　上　1,000g 36,000

32 株式会社ミートエポック 発酵熟成牛豚盛合せ　特選　1,000g 41,000

33 株式会社ミートエポック 発酵熟成牛豚盛合せ　匠　1,000g 75,000

34 株式会社ミートエポック 発酵熟成豚バラの自家製燻製肉　200g 11,000

35 株式会社ミートエポック 発酵熟成ハンバーグ１４０g＊３枚入 9,000

36 合同会社泉力 発酵熟成熟鮮魚国産本マグロ 30,000

37 合同会社泉力 発酵熟成熟鮮魚国産本マグロ（約250g） 10,000

38 セレサ川崎農業協同組合 川崎市市内産新鮮野菜・農産物詰め合わせ 10,000

39 天然素材蔵 ライスワイン ノンアルコール サングリア・白 13,000

40 天然素材蔵 ライスワイン ノンアルコール サングリア・ロゼ 13,000

41 天然素材蔵 ライスワイン ノンアルコール サングリア・ロゼ/白 セット 25,000

42 天然素材蔵 ライスワイン ノンアルコール サングリア・ファミリーセット 275,000

43
特定非営利活動法人　たま・あさお精神保健福祉
をすすめる会　があでん・ららら

があでん・ららら　ほっこりハーブティーセット 10,000

44 特定非営利活動法人レジスト 【元住吉】ブレーメンの音楽隊みんなのコーヒーブレイク 15,000

45 はっぴわーく かわさきそだちの手作り無添加ジャム　　6本セット 10,000

■味わう（８６品）
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ふるさと納税返礼品一覧表（既存登録分）
（単位：円）

事業者名 品名 寄附額

46 なんぺいの木 なんぺいの木　かわさき名産品セット 12,000

47 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、個性際立つ5種類の「宿河原パウンドケーキ」の詰合せ10個 9,000

48 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、個性際立つ5種類の「宿河原パウンドケーキ」の詰合せ15個 13,000

49 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、個性際立つ5種類の「宿河原パウンドケーキ」の詰合せ20個 17,000

50 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、「宿河原パウンドケーキ」苺 6,000

51 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、「宿河原パウンドケーキ」いちじく 6,000

52 みんなのケーキ屋さんChocoto すべて手作りにこだわった、「宿河原パウンドケーキ」苺といちじくのセット 12,000

53 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテA」 30,000

54 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテB」 25,000

55 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテC」 20,000

56 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテD」 15,000

57 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテE」 10,000

58 有限会社イルフェジュール フランス菓子専門店イルフェジュール「グーテF」 5,000

59 有限会社グリーンフーズあつみ 【定期便】「おつけもの慶 kei」川崎名物キムチと季節のキムチセット 200,000

60 有限会社グリーンフーズあつみ 川崎名物「おつけもの慶 kei」６種の定番キムチ盛合せ 10,000

61 有限会社グリーンフーズあつみ 「慶」キムチのカレーと白菜＆オイキムチセット 14,000

62 有限会社グリーンフーズあつみ 川崎名物「おつけもの慶 kei」王道・白菜キムチとたらこキムチセット 17,000

63 有限会社グリーンフーズあつみ おつけもの慶「王道白菜キムチ」250ｇｘ3個セット 6,000

64 有限会社　新岩城菓子舗 川崎日和（菓子詰め合わせ） 10,000

65 有限会社　田中屋 茶箱入り武州茶詰合せ 10,000

66 有限会社　田中屋 茶壺缶入武州茶・和紅茶・バームクーヘン詰合せ 12,000

67 有限会社　田中屋 武州茶と武州茶菓詰合せ 10,000

68 有限会社　田中屋 名産品お茶いろいろ5種 14,000

69 有限会社　評判堂 川崎大師名物　せき止め飴詰合せ　小袋 10,000

70 有限会社　評判堂 川崎大師名物　せき止め飴詰合せ　大袋 17,000

71 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　日々熟成　禅寺丸の柿ワインケーキと焼き菓子セット 34,000

72 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　日々熟成　禅寺丸の柿ワインケーキと焼き菓子のセット 34,000

73 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　日々熟成　禅寺丸の柿ワインケーキと焼き菓子セット 34,000

74 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　ふるさと冷凍便　柿生ちいさいスフレ3種詰め合わせ 17,000

75 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　ふるさと冷凍便　柿生ちいさいスフレキャラメル詰め合わせ 17,000

76 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　ふるさと冷凍便　柿生ちいさいスフレ　チーズ 17,000

77 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　ふるさと冷凍便　柿生ちいさいスフレ　ショコラ 17,000

78 有限会社　ミツバチ 愛され続けて40年のアップルパイと自家製カヌレ 10,000

79 有限会社　ミツバチ ふるさと冷凍便　自家製カヌレ40個 34,000

80 有限会社　ミツバチ 川崎名産品　日々熟成　禅寺丸の柿ワインケーキ 10,000

81 有限会社　宮﨑製菓 川崎大師名物　厄除け開運　６点セット 10,000

82 有限会社　宮﨑製菓 川崎大師名物　厄除け開運　9点セット 10,000

83 リカー＆フード　うちだ 日吉加瀬山太田道灌清酒３本セット（額入り道灌肖像画付き） 30,000

84 リカー＆フード　うちだ 日吉加瀬山太田道灌清酒６本セット（額入り道灌肖像画付き） 60,000

85 有限会社　伊勢銀 川崎名産品　和牛ビーフジャーキー・和牛コンビーフセット 17,000

86 有限会社　伊勢銀 川崎名産品　和牛コンビーフ・自家製ベーコンセット 10,000
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【川崎市】JTBふるさと納税
旅行クーポン（3,000円分）

円10,000
ポイント3,000

川崎は、工業都市からおしゃ
れな町に変身中。繁華街とし
て賑わうが、厄除け大師とし
て有名な川崎大師などの見ど
ころも。川崎市で1泊以上の
宿泊を伴う旅行に利用できま

…す。「JTBふるさと納税旅

【Sサイズ】2020川崎フロン
ターレ応援パック

円17,000
ポイント5,100

応援の必需品20201stユニフ
ォームとタオルマフラーがセ
ットになった応援パック。ふ
るさと納税だけの限定販売!
※タオルマフラーはランダム
でのお渡しとなります【商品
に関するお問合せ先】事業者
…

【Mサイズ】2020川崎フロン
ターレ応援パック

円17,000
ポイント5,100

応援の必需品20201stユニフ
ォームとタオルマフラーがセ
ットになった応援パック。ふ
るさと納税だけの限定販売!
※タオルマフラーはランダム
でのお渡しとなります【商品
に関するお問合せ先】事業者
…

【Lサイズ】2020川崎フロン
ターレ応援パック

円17,000
ポイント5,100

応援の必需品20201stユニフ
ォームとタオルマフラーがセ
ットになった応援パック。ふ
るさと納税だけの限定販売!
※タオルマフラーはランダム
でのお渡しとなります【商品
に関するお問合せ先】事業者
…【XLサイズ】2020川崎フロン

ターレ応援パック

円17,000
ポイント5,100

応援の必需品20201stユニフ
ォームとタオルマフラーがセ
ットになった応援パック。ふ
るさと納税だけの限定販売!
※タオルマフラーはランダム
でのお渡しとなります【商品
に関するお問合せ先】事業者
…

カワスイ川崎水族館ペアチケ
ット　

円14,000
ポイント4,200

年月2020 7に川崎市初の水族
館が開業されました。当水族
館では、「世界の美しい水辺
」をテーマに、川崎市を流れ
る多摩川からアジア、アフリ
カ、南米アマゾンの熱帯雨林

…まで、世界の様々な環境に

川崎日航ホテル「ディナーブ
…ッフェペアお食事券（ス

円30,000
ポイント9,000

出来立てを味わえるシェフ実
演コーナーや季節ごとのメニ
ューが楽しめる、ブッフェレ
ストラン「ナトゥーラ」のデ
ィナーお食事券。ふるさと納
税限定で、ホテルメイドの「

…かわさき産はちみつのマ

ガラス工芸　切子体験チケッ
ト（大人名様分1 ）

円12,000
ポイント3,600

ガラス工芸の切子体験チケッ
トです。川崎駅から至近、東
海道川崎宿跡の施設で本格的
な切子の体験が手ぶらで出来
ます！所要時間は1時間ほど
ですのでお気軽にお越し下さ

…い。【商品に関するお問合

ガラス工芸
切子講座回分3 チケット

円50,000
ポイント15,000

ガラス工芸の切子講座回分3
チケットです。川崎駅から至
近、東海道川崎宿跡の施設で
の本格的な切子講座です！所
要時間は１回時間2.5 ほどで
す。【商品に関するお問合せ
先】事業者

…：東海道GLASS

ガラス工芸
切子講座回分11 チケット

円140,000
ポイント42,000

ガラス工芸の切子講座回分11
チケットです。川崎駅から至
近、東海道川崎宿跡の施設で
の本格的な切子講座です！所
要時間は１回時間2.5 ほどで
す。【商品に関するお問合せ

…先】事業者　：東海道GLAS

【金赤】切子ロックグラス「
研」

円90,000
ポイント27,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、江戸切子で多数の受賞歴を

…持つ大本研一郎氏の指導の

【瑠璃】切子ロックグラス「
研」

円90,000
ポイント27,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、江戸切子で多数の受賞歴を

…持つ大本研一郎氏の指導の
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【緑】切子ロックグラス「研
」

円90,000
ポイント27,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、江戸切子で多数の受賞歴を
持つ大本研一郎氏の指導のも
と製作した切子のロックグラ
スです。【商品に関するお問
合せ先】事業者　：…

【紫】切子ロックグラス「研
」

円90,000
ポイント27,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、江戸切子で多数の受賞歴を
持つ大本研一郎氏の指導のも
と製作した切子のロックグラ
スです。【商品に関するお問
合せ先】事業者　：…

【茶】切子ロックグラス「研
」

円90,000
ポイント27,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、江戸切子で多数の受賞歴を
持つ大本研一郎氏の指導のも
と製作した切子のロックグラ
スです。【商品に関するお問
合せ先】事業者　：…

【金赤】切子ロックグラス「
東海道」

円150,000
ポイント45,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、2023年に400周年を迎える
川崎宿跡の中心にある工房で
江戸切子で数々の受賞歴を持
つ大本研一郎氏のもと製作し
た切子グラスです。…

【瑠璃】切子ロックグラス「
東海道」

円150,000
ポイント45,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、2023年に400周年を迎える
川崎宿跡の中心にある工房で
江戸切子で数々の受賞歴を持
つ大本研一郎氏のもと製作し
た切子グラスです。…

【緑】切子ロックグラス「東
海道」

円150,000
ポイント45,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、2023年に400周年を迎える
川崎宿跡の中心にある工房で
江戸切子で数々の受賞歴を持
つ大本研一郎氏のもと製作し
た切子グラスです。…

【紫】切子ロックグラス「東
海道」

円150,000
ポイント45,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、2023年に400周年を迎える
川崎宿跡の中心にある工房で
江戸切子で数々の受賞歴を持
つ大本研一郎氏のもと製作し
た切子グラスです。…

【茶】切子ロックグラス「東
海道」

円150,000
ポイント45,000

東海道GLASSオリジナルデザ
インの切子ロックグラス。当
社（株）岩田屋は1894年（明
治年27）硝子商としてこの川
崎宿跡に創業し本年で126年
、2023年に400周年を迎える
川崎宿跡の中心にある工房で
江戸切子で数々の受賞歴を持
つ大本研一郎氏のもと製作し
た切子グラスです。…

川崎日進町「アートリノベー
ション宿」

円30,000
ポイント9,000

JR川崎駅から徒歩分10、京急
八丁畷駅から徒歩分5の日進
町にある川崎伝統の簡易宿泊
所をアートでリノベーション
した宿泊施設の利用券（9,00
円分0 ）になります。対象施
設は、日進月歩、ビジネスホ
テルサンフラワー、Japanese
-innスワローになります。宿
泊代金のお支払いの…

【12月日組限定23 3 】川崎で
楽しむクリスマスディナー…

円100,000
ポイント30,000

アトレやラゾーナ、カワスイ
などデートスポットも多い川
崎に、2020年月5に開業した
「ホテルメトロポリタン川崎
」で楽しむクリスマスディナ
ーコース。音楽のまちかわさ
きと出会えるジャズライブな
どが行われているホテルの直
営レストラン「TerraceandTa
ble」にてディナー…

【12月日組限定24 3 】川崎で
楽しむクリスマスディナー…

円100,000
ポイント30,000

アトレやラゾーナ、カワスイ
などデートスポットも多い川
崎に、2020年月5に開業した
「ホテルメトロポリタン川崎
」で楽しむクリスマスディナ
ーコース。音楽のまちかわさ
きと出会えるジャズライブな
どが行われているホテルの直
営レストラン「TerraceandTa
ble」にてディナー…

【12月日組限定25 3 】川崎で
楽しむクリスマスディナー…

円100,000
ポイント30,000

アトレやラゾーナ、カワスイ
などデートスポットも多い川
崎に、2020年月5に開業した
「ホテルメトロポリタン川崎
」で楽しむクリスマスディナ
ーコース。音楽のまちかわさ
きと出会えるジャズライブな
どが行われているホテルの直
営レストラン「TerraceandTa
ble」にてディナー…
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【ホテルメトロポリタン川崎
】ワインフルボトル付き…

240,000円
72,000ポイント

2020年5月に開業した「ホテ
ルメトロポリタン川崎」のコ
ーナールームにご宿泊いただ
けるご利用券。ツインタイプ
かクイーンタイプかをお選び
いただけます。お部屋には川
崎市が宮崎県と連携する「崎
・崎モデル」に基づいて宮崎
県の恵み豊かなフルボトルの
ワインをご用意い…

【ホテルメトロポリタン川崎
】ワインフルボトル付き…

300,000円
90,000ポイント

2020年5月に開業した「ホテ
ルメトロポリタン川崎」のス
イートルームにご宿泊いただ
けるご利用券。お部屋には川
崎市が宮崎県と連携する「崎
・崎モデル」に基づいて宮崎
県の恵み豊かなフルボトルの
ワインをご用意いたします。
「TerraceandTable」でのご
朝食もついたご滞在…

【ホテルメトロポリタン川崎
】ワインマリアージュ付…

70,000円
21,000ポイント

2020年5月に開業した「ホテ
ルメトロポリタン川崎」直営
のレストラン「TerraceandTa
ble」にてお召し上がりいた
だけるディナーブッフェに、
お料理に合わせてグラスワイ
ン3杯を提供するワインマリ
アージュが付いたセットメニ
ュー。ワインは川崎市が宮崎
県と連携する「崎・…

finalフラッグシップモデル
トゥルーベリリウム振動…

400,000円
120,000ポイント

自社工場を川崎に立ち上げ、
ドライバー（スピーカー）の
開発/設計から、製造/販売ま
で全て自社でコントロールし
、常に高い品質を追求するオ
ーディオブランドfinal（フ
ァイナル）のフラッグシップ
イヤホンです。極めて軽量で
音速が速い理想の振動板材料
とも言われる極薄…

finalフラッグシップモデル
平面磁界型ヘッドホンD8…

1,000,000円
300,000ポイント

自社工場を川崎に立ち上げ、
ドライバー（スピーカー）の
開発/設計から、製造/販売ま
で全て自社でコントロールし
、常に高い品質を追求するオ
ーディオブランドfinal（フ
ァイナル）のフラッグシップ
ヘッドホンです。従来のヘッ
ドホンでは実現が難しかった
、伸びやかで繊細…

finalハイレゾイヤホンE1000
C

6,000円
1,800ポイント

自社工場を川崎に立ち上げ、
ドライバー（スピーカー）の
開発/設計から、製造/販売ま
で全て自社でコントロールし
、常に高い品質を追求するオ
ーディオブランドfinal（フ
ァイナル）のイヤホンです。
finalのフラッグシップヘッ
ドホンである「D8000」の研
究開発で培った最新…

finalハイレゾイヤホンE3000
C

11,000円
3,300ポイント

国内最大級のオーディオアワ
ード「VGP」において7期連続
で金賞し、今も記録を更新し
続けているこの価格帯「定番
」のイヤホン。強調した音域
を作らないことで、高い解像
度と広いサウンドステージを
実現しています。低音から高
音までバランス良く再生する
ことで、ホールで…

final3Dオーディオイヤホン
E500VRバイノーラルASMR…

5,000円
1,500ポイント

amazonランキング1位を獲得
したVRバイノーラルASMR推奨
イヤホンです。バイノーラル
製作されたゲームやVR、ASMR
などの音源のためにつくられ
た音の「方向感」を感じるこ
とのできる３Dオーディオイ
ヤホンです。制作者の意図通
りの音色と空間イメージをご
体感いただけます。…

【BLACK】ag完全ワイヤレス
イヤホンTWS03R

11,000円
3,300ポイント

ag（エージー）は、オーディ
オブランドfinalが音質を監
修した高音質完全ワイヤレス
イヤホンブランドです。TWS0
3Rは、音、つながり、使いや
すさ全て揃った完全ワイヤレ
スイヤホン。小型、軽量、快
適で小耳の方にもオススメで
す。低音から高音までバラン
スの良い自然なサ…

【BLUE】ag完全ワイヤレスイ
ヤホンTWS03R

11,000円
3,300ポイント

ag（エージー）は、オーディ
オブランドfinalが音質を監
修した高音質完全ワイヤレス
イヤホンブランドです。TWS0
3Rは、音、つながり、使いや
すさ全て揃った完全ワイヤレ
スイヤホン。小型、軽量、快
適で小耳の方にもオススメで
す。低音から高音までバラン
スの良い自然なサ…

【RED】ag完全ワイヤレスイ
ヤホンTWS03R

11,000円
3,300ポイント

ag（エージー）は、オーディ
オブランドfinalが音質を監
修した高音質完全ワイヤレス
イヤホンブランドです。TWS0
3Rは、音、つながり、使いや
すさ全て揃った完全ワイヤレ
スイヤホン。小型、軽量、快
適で小耳の方にもオススメで
す。低音から高音までバラン
スの良い自然なサ…

【CREAM】ag完全ワイヤレス
イヤホンTWS03R

11,000円
3,300ポイント

ag（エージー）は、オーディ
オブランドfinalが音質を監
修した高音質完全ワイヤレス
イヤホンブランドです。TWS0
3Rは、音、つながり、使いや
すさ全て揃った完全ワイヤレ
スイヤホン。小型、軽量、快
適で小耳の方にもオススメで
す。低音から高音までバラン
スの良い自然なサ…
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【GREEN】ag完全ワイヤレス
イヤホンTWS03R

11,000円
3,300ポイント

ag（エージー）は、オーディ
オブランドfinalが音質を監
修した高音質完全ワイヤレス
イヤホンブランドです。TWS0
3Rは、音、つながり、使いや
すさ全て揃った完全ワイヤレ
スイヤホン。小型、軽量、快
適で小耳の方にもオススメで
す。低音から高音までバラン
スの良い自然なサ…

【MOMO】ag完全ワイヤレスイ
ヤホンTWS03R

11,000円
3,300ポイント

ag（エージー）は、オーディ
オブランドfinalが音質を監
修した高音質完全ワイヤレス
イヤホンブランドです。TWS0
3Rは、音、つながり、使いや
すさ全て揃った完全ワイヤレ
スイヤホン。小型、軽量、快
適で小耳の方にもオススメで
す。低音から高音までバラン
スの良い自然なサ…

ag完全ワイヤレスイヤホンTW
S04K

30,000円
9,000ポイント

ag（エージー）は、オーディ
オブランドfinalが音質を監
修した高音質完全ワイヤレス
イヤホンブランドです。TWS0
4Kは、透明感のあるクリアな
音質、超ロングバッテリー、
高い防水性能を兼ね備えた、
マニアのサブ機としてオスス
メの完全ワイヤレスイヤホン
です。左右独立イ…

世界初　冷燻機能搭載　ヘラ
絞り加工によるステンレ…

110,000円
33,000ポイント

あらゆる燻製が可能（熱燻、
温燻、冷燻）で汎用性・耐久
性・保守性が高くすべての燻
製が短時間でおいしく仕上が
ります。一般的に燻製調理は
手軽に出来ませんが、燻製作
りが好きな方。プロの方。料
理が好きな方々が、本格燻製
を手軽に作れる燻製機です。
（特許取得663267…

サツマイモ掘り取り体験チケ
ット（６株分）

6,000円
1,800ポイント

川崎市内に残る少ない農地で
すが、東京の多摩ニュータウ
ンに隣接する景色の良し高台
に位置する畑で、サツマイモ
の掘り取りとと落花生の掘り
取りを、９月から１０月末日
まで実施しています。来園い
ただいて、秋の味覚、芋掘り
体験をしていただきたいと思
います。今年の天…

「泉屋東京店」寿クッキーズ

5,000円
1,500ポイント

昭和３８年川崎市高津区に多
摩川工場を新設して現在に至
るまで長年に渡りクッキーを
はじめとした洋菓子の製造及
び、工場にて直販を行うなど
して近隣の方々からも親しま
れております。弊社は今年で
創業９３周年を迎え、定番商
品であるスペシャルクッキー
ズは、弊社のシン…

「泉屋東京店」スペシャルク
ッキーズA-２１０

7,000円
2,100ポイント

昭和３８年川崎市高津区に多
摩川工場を新設して現在に至
るまで長年に渡りクッキーを
はじめとした洋菓子の製造及
び、工場にて直販を行うなど
して近隣の方々からも親しま
れております。弊社は今年で
創業９３周年を迎え、定番商
品であるスペシャルクッキー
ズは、弊社のシン…

「泉屋東京店」スペシャルク
ッキーズＡ-３００

10,000円
3,000ポイント

昭和３８年川崎市高津区に多
摩川工場を新設して現在に至
るまで長年に渡りクッキーを
はじめとした洋菓子の製造及
び、工場にて直販を行うなど
して近隣の方々からも親しま
れております。弊社は今年で
創業９３周年を迎え、定番商
品であるスペシャルクッキー
ズは、弊社のシン…

「泉屋東京店」スペシャルク
ッキーズＡ-５００

18,000円
5,400ポイント

昭和３８年川崎市高津区に多
摩川工場を新設して現在に至
るまで長年に渡りクッキーを
はじめとした洋菓子の製造及
び、工場にて直販を行うなど
して近隣の方々からも親しま
れております。弊社は今年で
創業９３周年を迎え、定番商
品であるスペシャルクッキー
ズは、弊社のシン…

防空壕きくらげ（生）＆（乾
燥）のセット

11,000円
3,300ポイント

川崎市麻生区に、終戦１年前
に日本軍によって学童疎開の
子供たちのために掘られた防
空壕があります。その壕を補
修改修しキクラゲ栽培をして
います。コリコリぷりぷりの
国産生きくらげをぜひご賞味
ください。防空壕きくらげを
お召し上がりいただくことで
、ご家庭で戦争に…

おやつ便Ａ～季節の焼菓子＆
ジャムの詰め合わせ～

17,000円
5,100ポイント

サクサク、しっとり、ふんわ
り、ほろり・・・口いっぱい
に広がる楽しい食感と素材の
香り。シンプルな材料で、季
節の焼菓子やジャムを作って
います。タイムリーに作って
いる旬な焼菓子とジャムを、
ご自宅用として極力簡単な梱
包で発送いたします。季節に
より内容は変わり…

おやつ便Ｂ～季節の焼菓子＆
ジャムの詰め合わせ～

10,000円
3,000ポイント

サクサク、しっとり、ふんわ
り、ほろり・・・口いっぱい
に広がる楽しい食感と素材の
香り。シンプルな材料で、季
節の焼菓子やジャムを作って
います。タイムリーに作って
いる旬な焼菓子とジャムを、
ご自宅用として極力簡単な梱
包で発送いたします。季節に
より内容は変わり…
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宮前区産新鮮卵のマドレーヌ
8個入り

5,000円
1,500ポイント

サクサク、しっとり、ふんわ
り、ほろり・・・口いっぱい
に広がる楽しい食感と素材の
香り。シンプルな材料で、季
節の焼菓子やジャムを作って
います。めぐみ焼菓子店のご
近所・稗原の大木養鶏場の生
みたて新鮮卵を使用したマド
レーヌの8個入りギフトです
。材料は卵・小麦…

宮前区産新鮮卵のマドレーヌ
12個入り

7,000円
2,100ポイント

サクサク、しっとり、ふんわ
り、ほろり・・・口いっぱい
に広がる楽しい食感と素材の
香り。シンプルな材料で、季
節の焼菓子やジャムを作って
います。めぐみ焼菓子店のご
近所・稗原の大木養鶏場の生
みたて新鮮卵を使用したマド
レーヌの12個入りギフトです
。材料は卵・小麦…

宮前区産新鮮卵のマドレーヌ
20個入り

11,000円
3,300ポイント

サクサク、しっとり、ふんわ
り、ほろり・・・口いっぱい
に広がる楽しい食感と素材の
香り。シンプルな材料で、季
節の焼菓子やジャムを作って
います。めぐみ焼菓子店のご
近所・稗原の大木養鶏場の生
みたて新鮮卵を使用したマド
レーヌの20個入りギフトです
。材料は卵・小麦…

かわさき餃子舗の会
餃子みそ・餃子20個セット

7,000円
2,100ポイント

川崎の新名物「かわさき餃子
みそ」です。「餃子の街かわ
さき！？」となるよう活動を
続けているかわさき餃子舗の
会が開発した餃子専用みそで
す。「みそ７：酢２：ラー油
１」が餃子を美味しく食べる
黄金比です。この餃子みそは
、焼魚や冷奴に醤油の代わり
に使っても良し、…

かわさき餃子舗の会
オールスターセット

10,000円
3,000ポイント

川崎の新名物「かわさき餃子
みそ」です。「餃子の街かわ
さき！？」となるよう活動を
続けているかわさき餃子舗の
会が開発した餃子専用みそで
す。「みそ７：酢２：ラー油
１」が餃子を美味しく食べる
黄金比です。新世蒸餃子は、
地元の人気店の餃子で餃子み
そとの相性抜群で…

かわさき餃子舗の会　餃子み
そ・カシューナッツセット

8,000円
2,400ポイント

川崎の新名物「かわさき餃子
みそ」です。「餃子の街かわ
さき！？」となるよう活動を
続けているかわさき餃子舗の
会が開発した餃子専用みそで
す。「みそ７：酢２：ラー油
１」が餃子を美味しく食べる
黄金比です。かわさき餃子み
そ味カシューナッツは、カシ
ューナッツをかわ…

神奈川県産りんご「涼香の季
節」のクリスマスアップ…

10,000円
3,000ポイント

神奈川県内でりんご栽培する
「矢澤果樹園」で作られた、
早生（わせ）ふじ「涼香の季
節」のりんごを使い、爽やか
な酸味と、シナモンを効かせ
たアップルパイを作りました
。クリスマス限定のボックス
に入れてお届けいたします。
※電子レンジにて数秒温めお
好みでバニラアイ…

川崎日航ホテル
少人数向け「おせち一段重」

50,000円
15,000ポイント

◆◇◆新春を華やかに彩る川
崎日航ホテルのおせち◆◇◆
ホテル自慢の和食・洋食・中
華23品目を詰め合わせたおせ
ち一段重。おせち料理の定番
メニューに加え、ローストビ
ーフやサザエのブルギニョン
、ミートローフのパイ包みな
ど洋食の味わいもふんだんに
お楽しみいただける内容…

川崎日航ホテル「和食・洋食
・中華のおせち三段重」

135,000円
40,500ポイント

◆◇◆新春を華やかに彩る川
崎日航ホテルのおせち◆◇◆
ホテル自慢の和食・洋食・中
華45品目を豪華に詰め合わせ
たおせち三段重。海の幸やボ
リューム感のある肉料理など
を贅沢に一品一品敷き詰めて
いるので、おせちでありなが
ら多彩な味をバランス良くお
楽しみいただけ、味の好…

川崎日航ホテル「クリスマス
シュトーレン」

10,000円
3,000ポイント

ドイツで古くからクリスマス
を待つお菓子として各家庭で
作られている「シュトーレン
」。川崎日航ホテルのパティ
シエが、洋酒に漬け込んだド
ライフルーツやナッツを混ぜ
込んだ生地で、アーモンドペ
ーストを包んで焼き上げ、た
っぷりのバターをしみ込ませ
て作りました。自…

川崎日航ホテル「スイーツお
せち二段重」

55,000円
16,500ポイント

ホテルパティシエが手掛ける
「スイーツおせち二段重」は
、重箱を開けると彩り豊かな
スイーツがぎっしり詰まって
います。お正月の縁起物をモ
チーフにした、おめでたいパ
イや松梅のマカロン、だるま
のケーキのほか、川崎で採れ
た栗を使ったモンブランなど
、”新春スイーツ…

川崎日航ホテル「クリスマス
ブーツの焼き菓子詰め合…

10,000円
3,000ポイント

子供の頃に憧れたクリスマス
ブーツに、ホテルメイドの焼
き菓子を詰め合わせました。
中には、ゴロゴロナッツのブ
ラウニー、雪のようなブール
ドネージュ、カカオニブの食
感が楽しめるフロランタンシ
ョコラ、レモン香るマドレー
ヌ、川崎産はちみつのフィナ
ンシェが入ってい…
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川崎日航ホテルのクリスマス
ケーキ「ブッシュ・ド・…

20,000円
6,000ポイント

しっとりと焼き上げたココア
生地に、北海道産生クリーム
とフランス産チョコレートで
作った濃厚なショコラクリー
ムと2種類の栗を巻き込みロ
ールケーキにしました。仕上
げにコクのあるショコラクリ
ームでコーティングした、チ
ョコレートの味わいを存分に
お楽しみいただけ…

【東海道BEER川崎宿工場】ク
ラフトビール3本セット

6,000円
1,800ポイント

「ジャパン・グレートビア・
アワーズ」「いま飲むべき最
高のクラフトビール100」等
に選ばれた作り立てのビール
を瓶詰してお届けいたします
。川崎宿が制定された1623年
を名前にしたIPA「1623」、
醸造技師の個性が光るポータ
ー「黒い弛緩」、県立川崎高
校養蜂部の蜂蜜を使…

【東海道BEER川崎宿工場】ク
ラフトビール6本セット

12,000円
3,600ポイント

「ジャパン・グレートビア・
アワーズ」「いま飲むべき最
高のクラフトビール100」等
に選ばれた作り立てのビール
を瓶詰してお届けいたします
。川崎宿が制定された1623年
を名前にしたIPA「1623」、
醸造技師の個性が光るポータ
ー「黒い弛緩」、県立川崎高
校養蜂部の蜂蜜を使…

【東海道BEER川崎宿工場】ク
ラフトビール9本セット

18,000円
5,400ポイント

「ジャパン・グレートビア・
アワーズ」「いま飲むべき最
高のクラフトビール100」等
に選ばれた作り立てのビール
を瓶詰してお届けいたします
。川崎宿が制定された1623年
を名前にしたIPA「1623」、
醸造技師の個性が光るポータ
ー「黒い弛緩」、県立川崎高
校養蜂部の蜂蜜を使…

【東海道BEER川崎宿工場】ク
ラフトビール15本セット

30,000円
9,000ポイント

「ジャパン・グレートビア・
アワーズ」「いま飲むべき最
高のクラフトビール100」等
に選ばれた作り立てのビール
を瓶詰してお届けいたします
。川崎宿が制定された1623年
を名前にしたIPA「1623」、
醸造技師の個性が光るポータ
ー「黒い弛緩」、県立川崎高
校養蜂部の蜂蜜を使…

登戸地ビール6本入り

9,000円
2,700ポイント

川崎市由来の地名を公募によ
りネーミングしました。手造
りビールは炭酸が優しく、食
事をしながら味わうのに最適
です。淡色、中間色、濃色の
飲み比べも可能です。濾過せ
ず、ビール酵母が活きており
ます。
是非、ご賞味ください。　
【保存方法】冷蔵保存
【商品に関す…

おつけもの慶「王道白菜キム
チ」250ｇｘ3個セット

6,000円
1,800ポイント

たった一坪のお店から始まり
、行列ができるまで大人気と
なった川崎名物キムチ専門店
の味。野菜の目利きとキムチ
職人歴４０年の匠が二人で作
り上げた究極の味をご賞味く
ださい。おつけもの慶の王道
白菜キムチは、２０１８年「
かわさき名産品」認定商品で
す。●発送につい…

川崎市市内産新鮮野菜・農産
物詰め合わせ

10,000円
3,000ポイント

食の安全・安心を守るためＪ
Ａセレサ川崎では大型農産物
直売所「セレサモス」を運営
しております。セレサモスに
出荷されている川崎市内産の
旬で新鮮な美味しい農産物の
詰め合わせを是非一度ご賞味
ください！※画像は参考画像
です。季節に応じて農産物が
異なりますのでご…

すべて手作りにこだわった、
「宿河原パウンドケーキ…

6,000円
1,800ポイント

パティシエ桃子が、代官山パ
ティスリーで修行した本物の
味。自信作です。実がたくさ
ん入ったいちじくジャムは、
いちじくをぶどうジュースに
２時間漬け、コトコトと煮込
んで作った絶品です。バター
は、もちろん発酵バターを使
用。生地には、黒糖と自家製
バーズキャラメル…

多摩川緑地バーベキュー広場
入場券　6名様分

10,000円
3,000ポイント

東急田園都市線（大井町線）
二子新地駅から5分で着く好
立地。駅前の人情味溢れる商
店街で食材を調達して都会自
然を感じつつ、川を見ながら
のバーベキューを体感してく
ださい！※事前予約制となり
ます。必ず以下からご予約を
お願いします。【多摩川緑地
バーベキュー広場公…

「食パン専門店」アルテの食
パン詰め合わせ

10,000円
3,000ポイント

川崎市にある食パン専門店が
送るこだわりの食パンたち。
大切な人と朝から笑顔になれ
るような食卓に色を添える美
味しさです。美味しさだけで
なく大麦・米麹を使い、今の
食生活で不足しがちな食物繊
維などの栄養素を取り入れ、
「高級」という金額枠であり
ながら、日常に彩…

川崎ブレイブサンダースプラ
イマリーロゴタオル

8,000円
2,400ポイント

神奈川県川崎市をホームタウ
ンとして活動するプロバスケ
ットボールクラブ「川崎ブレ
イブサンダース」のロゴタオ
ルです。プライマリーロゴア
イテムはチーム、ファンにと
って正装のようなもの。応援
グッズの必須アイテムです！
◇サイズ：縦34×横80㎝◇素
材：綿100％　【商品…
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神奈川県川崎市

「食パン専門店」アルテの食
パン詰め合わせ　プレミ…

15,000円
4,500ポイント

川崎市にある食パン専門店が
送るこだわりの食パンたち。
大切な人と朝から笑顔になれ
るような食卓に色を添える美
味しさです。美味しさだけで
なく大麦・米麹を使い、今の
食生活で不足しがちな食物繊
維などの栄養素を取り入れ、
「高級」という金額枠であり
ながら、日常に彩…

川崎ブレイブサンダースマス
コットぬいぐるみ

9,000円
2,700ポイント

神奈川県川崎市をホームタウ
ンとして活動するプロバスケ
ットボールクラブ「川崎ブレ
イブサンダース」のマスコッ
ト「ロウル」のぬいぐるみで
す。一緒にお出かけができる
大きすぎないサイズなので、
ぜひ試合会場にも連れてきて
ください！◇サイズ：縦24×
横15㎝◇素材：綿100…

川崎ブレイブサンダースプラ
イマリーロゴトート

8,000円
2,400ポイント

神奈川県川崎市をホームタウ
ンとして活動するプロバスケ
ットボールクラブ「川崎ブレ
イブサンダース」のロゴが入
ったトートバックです。シン
プルなデザインで試合観戦、
普段使いにも最適です！◇サ
イズ：縦38×横39㎝◇素材：
綿100％　【商品に関するお
問合せ先】事業者：川…

多摩川・河畔散歩
大(焼き菓子詰め合わせ)

14,000円
4,200ポイント

『多摩川・河畔散歩』は、感
動の美味しさと、繊細な香り
を追求した焼菓子シリーズで
す。新鮮で良質なアーモンド
、ヘーゼル等のナッツ類を、
厳選・吟味、その日焼き上げ
製造分のみを挽きたて、職人
の技術で丁寧に焼き仕上げて
おります。地元を題材にした
パッケージでご用…

すべて手作りにこだわった、
個性際立つ5種類の「宿河…

9,000円
2,700ポイント

パウンドケーキで最も大切な
バターは、乳酸菌を加え旨味
の幅が広がる「発酵バター」
を使用。5種類どれも、しっ
とりジューシーな仕上がりで
す。「レモン」は、厳選・瀬
戸内レモンを使用。ノーワッ
クスのため皮まで安心して食
べられます。「フルーツ」は
、ラム酒につけた…

多摩川・河畔散歩
小(焼き菓子詰め合わせ)

7,000円
2,100ポイント

『多摩川・河畔散歩』は、感
動の美味しさと、繊細な香り
を追求した焼菓子シリーズで
す。新鮮で良質なアーモンド
、ヘーゼル等のナッツ類を、
厳選・吟味、その日焼き上げ
製造分のみを挽きたて、職人
の技術で丁寧に焼き仕上げて
おります。地元を題材にした
パッケージでご用…

【川崎市】JTBふるさと納税
旅行クーポン（30,000円分）

100,000円
30,000ポイント

川崎は、工業都市からおしゃ
れな町に変身中。繁華街とし
て賑わうが、厄除け大師とし
て有名な川崎大師などの見ど
ころも。川崎市で1泊以上の
宿泊を伴う旅行に利用できま
す。「JTBふるさと納税旅行
クーポン」をお申込み後、ふ
るさと納税をされたご本人様
(＝寄附者）よりJTB…

【川崎市】JTBふるぽWEB旅行
クーポン（3,000円分）

10,000円
3,000ポイント

【GoToトラベルキャンペーン
との併用はできません。あら
かじめご了承ください。】川
崎市での1泊以上の宿泊を伴
う、以下対象商品にご利用い
ただけます。ご旅行のお申込
みはJTBホームページ限定で
す。（※JTB旅の予約センタ
ー、JTB店舗ではご利用頂け
ません)使用方法や宿泊…

【神奈川県産】高喜の海苔ボ
トル焼海苔・味付海苔　…

15,000円
4,500ポイント

川崎市の海苔の歴史は古く、
海苔養殖が始まったのが明治
四年（1871）と記録が残って
おります。その川崎市で創業
明治三十四年（1901年）、海
苔問屋として118年間海苔一
筋に海苔と向き合ってきた我
が々お届けする神奈川県産の
焼海苔です。海苔養殖の発祥
の地である「東京…

【川崎市】JTBふるぽWEB旅行
クーポン（15,000円分）

50,000円
15,000ポイント

【GoToトラベルキャンペーン
との併用はできません。あら
かじめご了承ください。】川
崎市での1泊以上の宿泊を伴
う、以下対象商品にご利用い
ただけます。ご旅行のお申込
みはJTBホームページ限定で
す。（※JTB旅の予約センタ
ー、JTB店舗ではご利用頂け
ません)使用方法や宿泊…

【川崎市】JTBふるぽWEB旅行
クーポン（30,000円分）

100,000円
30,000ポイント

【GoToトラベルキャンペーン
との併用はできません。あら
かじめご了承ください。】川
崎市での1泊以上の宿泊を伴
う、以下対象商品にご利用い
ただけます。ご旅行のお申込
みはJTBホームページ限定で
す。（※JTB旅の予約センタ
ー、JTB店舗ではご利用頂け
ません)使用方法や宿泊…

【川崎市】JTBふるさと納税
旅行クーポン（15,000円分）

50,000円
15,000ポイント

川崎は、工業都市からおしゃ
れな町に変身中。繁華街とし
て賑わうが、厄除け大師とし
て有名な川崎大師などの見ど
ころも。川崎市で1泊以上の
宿泊を伴う旅行に利用できま
す。「JTBふるさと納税旅行
クーポン」をお申込み後、ふ
るさと納税をされたご本人様
(＝寄附者）よりJTB…
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川崎名物「おつけもの慶kei
」６種の定番キムチ盛合せ

10,000円
3,000ポイント

かわさき名産品に選ばれてい
る王道・白菜キムチをはじめ
、「おつけもの慶kei」の定
番人気キムチ６種をセットに
いたしました。【商品に関す
るお問合せ先】事業者：おつ
けもの慶keiTEL:044-288-761
6【容量】白菜キムチ150ｇ、
カクテキ150ｇ、かぶキムチ1
00ｇ、オイキムチ1…

川崎市るるぶトラベルプラン
に使えるふるさと納税宿…

10,000円
3,000ポイント

【GoToトラベルキャンペーン
との併用はできません。あら
かじめご了承ください。】川
崎は、工業都市からおしゃれ
な町に変身中。繁華街として
賑わうが、厄除け大師として
有名な川崎大師などの見どこ
ろも。ご利用頂ける地域：川
崎市川崎市の宿泊施設一覧は
下記ＵＲＬよりご…

川崎市るるぶトラベルプラン
に使えるふるさと納税宿…

50,000円
15,000ポイント

【GoToトラベルキャンペーン
との併用はできません。あら
かじめご了承ください。】川
崎は、工業都市からおしゃれ
な町に変身中。繁華街として
賑わうが、厄除け大師として
有名な川崎大師などの見どこ
ろも。ご利用頂ける地域：川
崎市川崎市の宿泊施設一覧は
下記ＵＲＬよりご…

川崎市るるぶトラベルプラン
に使えるふるさと納税宿…

100,000円
30,000ポイント

【GoToトラベルキャンペーン
との併用はできません。あら
かじめご了承ください。】川
崎は、工業都市からおしゃれ
な町に変身中。繁華街として
賑わうが、厄除け大師として
有名な川崎大師などの見どこ
ろも。ご利用頂ける地域：川
崎市川崎市の宿泊施設一覧は
下記ＵＲＬよりご…

発酵熟成熟鮮魚国産本マグロ

30,000円
9,000ポイント

川崎市内で生まれた特許技術
を転用し川崎北部市場で商品
化に成功した「発酵熟成熟鮮
魚」。約３週間熟成させて刺
身で提供されるマグロは、味
の深さと旨みが凝縮されてお
り、まさに新鮮さが保たれた
まま旨味が熟成されたという
コンセプト通りの味わいです
。【商品に関する…

Re-shibo

20,000円
6,000ポイント

製造工程で捨てられる端材・
廃材を、マイスターによる金
属ヘラシボリ技術で美しい造
形に加工し、新しい命を吹き
込みます。さらに付属の金属
用チョークで、季節に合わせ
た絵柄、気持ちがハッピーに
なるイラスト、プレゼントの
メッセージなどを何度も描い
たり消したりする…

川崎フロンターレ　マスコッ
トビーンズぬいぐるみ

19,000円
5,700ポイント

【ぷらぷら】と手足が動くマ
スコットぬいぐるみはお子さ
んが遊ぶのに最適。お尻部分
にビーンズが入っているので
安定して机や新幹線などの窓
際などにも置けます。【商品
に関するお問合せ先】事業者
：川崎フロンターレTEL:0570
-000-565【容量】ビーンズぬ
いぐるみ　ふろん…

フランス菓子専門店イルフェ
ジュール「グーテF」

5,000円
1,500ポイント

川崎市にあるフランス菓子専
門店イルフェジュールの焼き
菓子詰め合わせです。スペイ
ン産とイタリア産のアーモン
ドプードルを使用した、素材
にこだわったサブレ１２枚の
詰め合わせです。かわさきマ
イスターにも選ばれた宍戸哉
夫シェフの作り上げた「作品
」を是非ご賞味く…

川崎日和（菓子詰め合わせ）

10,000円
3,000ポイント

川崎の名産品に選ばれた3種
類のお菓子の詰め合わせです
。①川崎ポテトは、中にクリ
ームチーズが入っているスイ
ートポテトです。②川崎とう
ふは、生地に豆乳を使用した
やわらかい焼菓子で餡が三種
類（いちご餡、ごま餡、抹茶
餡）あります。③多摩どらは
、小豆に拘った風味豊…

東扇島西公園手ぶらで釣り体
験！

10,000円
3,000ポイント

釣り具一式レンタル。釣りが
初めての方も手ぶらで安心し
て楽しめます。公園内には売
店スタッフが常駐してますの
で、釣り方など不明な点があ
りましたら、遠慮なく訪ねて
ください。釣り方の説明から
釣り場案内まですべてお任せ
ください。【商品に関するお
問合せ先】事業者…

川崎大師銘茶千代のかほり、
金箔入抹茶使用抹茶入玄…

10,000円
3,000ポイント

川崎大師のご参詣土産として
人気の商品のお詰め合わせで
す。かわさき名産品の金箔入
抹茶使用の抹茶入玄米茶は、
一般的な抹茶の使用量の２倍
用いているとても贅沢な商品
です。【商品に関するお問合
せ先】事業者：川崎大師銘茶
老舗川崎京香園TEL:044-266-
5290【容量】100…

金胎麗漆炭粉蒔ろっくぐらす
（緑）

74,000円
22,200ポイント

「2011年度の川崎マイスター
に認定された大浪忠(相和シ
ボリ工業)が加工したタンブ
ラーを、iPodの鏡面研磨を手
掛けた小林研業が磨き、漆工
芸家として高い評価を受けて
いる垣沼旗一氏が漆を塗る事
で、３者によるコラボレーシ
ョン「金胎麗漆」は完成致し
ました。現在は垣沼…
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川崎のアーバンリゾートを楽
しむホテル宿泊券

96,000円
28,800ポイント

多摩川と空港夜景を見渡せる
ツインルームにご宿泊いただ
けます。夕食はシェフ自慢の
グリル料理をシェアスタイル
で朝食は和洋ブッフェをお召
し上がりいただけます。【商
品に関するお問合せ先】事業
者：川崎キングスカイフロン
ト東急REIホテルTEL:044-280
-1090【容量】大…

【完全受注生産】「鳴」～総
削り出しパター～

150,000円
45,000ポイント

「伝説の１１７クーペ」その
エンジンバルブをつくり続け
た技術が生んだ削り出しパタ
ー総削り高性能パター名工が
パターヘッドを１本１本削り
出して作られるオーダーメイ
ドのパターです。その緻密な
作りは独特の打球音をも生み
出します。【こだわり】・削
り出し加工と押出…

【完全受注生産】「鳴」～総
削り出しパター～（名入…

160,000円
48,000ポイント

「伝説の１１７クーペ」その
エンジンバルブをつくり続け
た技術が生んだ削り出しパタ
ー総削り高性能パター名工が
パターヘッドを１本１本削り
出して作られるオーダーメイ
ドのパターです。その緻密な
作りは独特の打球音をも生み
出します。【こだわり】・削
り出し加工と押出…

ミルフレット18個入　MF-D

10,000円
3,000ポイント

“三層が織りなすザクザクと
した新食感”網目模様の香ば
しい生地を3段に重ね、口溶
けの良いクリームをサンドし
ました。バニラ、チョコレー
ト、フランボワーズ、3種類
のクリームとワッフルがかさ
なり、味わい豊かな商品に仕
上げました。【商品に関する
お問合せ先】事業者：…

マカロン15個入　BMM-C

10,000円
3,000ポイント

“色とりどりでキュートなマ
カロン”中はしっとり、とろ
けるクリームをサンドした5
種のマカロンです。フランボ
ワーズ：ほのかな酸味と甘み
の絶妙なハーモニー。ヴァニ
ーユ：バニラの香りとバター
クリームの口どけ。シトロン
：レモン果汁を効かせた爽や
かな酸味。ショコラ…

エコで楽しいデザイン緩衝材
クッションサン【川崎限…

5,000円
1,500ポイント

クッションサンは、くり返し
使いたくなる緩衝材。デザイ
ン性の高い形状で、商品を「
保護」しながら贈り物の「価
値」を高めます。完全に連続
した形は材料にムダがなく、
捨てずに繰り返し使いたくな
る緩衝材。Ｅｃｏ＆Ｆｕｎを
実現するデザインが魅力。誕
生日、クリスマス…

川崎浮世絵ギャラリーをご覧
いただける年間パスポー…

10,000円
3,000ポイント

2019年12月3日に川崎駅北口
通路直結の川崎駅前タワー・
リバーク内のかわさきアート
ガーデン内オープンする展示
室「川崎浮世絵ギャラリー　
～斎藤文夫コレクション～」
の展示会を年間を通してご覧
いただけます。【商品に関す
るお問合せ先】事業者：川崎
市文化財団TEL:080…

発酵熟成ハンバーグ１４０g
＊３枚入

9,000円
2,700ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。食べればわかる！発酵
熟成肉で練り上げた手ごねハ
ンバーグ。香り、味わい、深
みどれを取っても味わったこ
とのない感覚。美味しい焼き
方の説明書も同梱いたします
ので、ご家庭でお…

川﨑生まれのけん玉＆こま

5,000円
1,500ポイント

川崎市で木地玩具を製造して
いる博進社の人気商品「逆立
ちこま」と「みんなのけん玉
」に川崎市の新しいロゴマー
クをモチーフにした絵付けを
施しました。Colors,Future!
逆立ちこまのパッケージには
川崎市のブランドメッセージ
を配置しております。【商品
に関するお問合せ…

東京大学と富士通研究所の共
同開発による新素材「チ…

8,000円
2,400ポイント

東京大学と富士通研究所の共
同開発による新素材「チタン
アパタイト」を配合。チタン
アパタイトは雑菌や有機物を
吸着し、紫外線にさらされる
と、水と二酸化炭素に分解す
る特性を持っています。身体
をキレイに保つだけでなく、
流された後の水もキレイにす
る、環境志向の次…

東京大学と富士通研究所の共
同開発による新素材「チ…

6,000円
1,800ポイント

東京大学と富士通研究所の共
同開発による新素材「チタン
アパタイト」を配合。チタン
アパタイトは雑菌や有機物を
吸着し、紫外線にさらされる
と、水と二酸化炭素に分解す
る特性を持っています。身体
をキレイに保つだけでなく、
流された後の水もキレイにす
る、環境志向の次…

東京大学と富士通研究所の共
同開発による新素材「チ…

22,000円
6,600ポイント

東京大学と富士通研究所の共
同開発による新素材「チタン
アパタイト」を配合。チタン
アパタイトは雑菌や有機物を
吸着し、紫外線にさらされる
と、水と二酸化炭素に分解す
る特性を持っています。身体
をキレイに保つだけでなく、
流された後の水もキレイにす
る、環境志向の次…
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があでん・ららら
ほっこりハーブティーセット

10,000円
3,000ポイント

川崎市麻生区にある自前のガ
ーデンで栽培した爽やかな香
りのレモングラスブレンドテ
ィーを含む、があでん・らら
ら自慢のオリジナルティーの
お楽しみセットです。厳選し
た材料を使用し、一つ一つ心
を込めて手作りしております
。ハーブティー初心者の方に
でも飲みやすいブ…

携帯感覚の音声拡聴器「クリ
アーボイス」

22,000円
6,600ポイント

簡単・便利・持てば大きく聴
ける。携帯感覚の音声拡聴器
聞きたい時だけ耳に当てるだ
けで音声をクリアーに拡大し
てくれます。軽量・コンパク
トなのでポケットやバックに
入れて持ち運べばいつでもさ
っと取り出して使うことがで
きます。手から離せばスイッ
チが切れるので、…

川崎宿名物・冷凍奈良茶飯風
おこわ（川崎ブレイブサ…

10,000円
3,000ポイント

奈良茶飯とは栗、大豆、粟を
入れた炊き込みご飯で東海道
川崎宿の名物料理です。プロ
バスケットボールチーム、川
崎ブレイブサンダースのホー
ムゲーム会場にて、お弁当で
提供されている「奈良茶飯風
おこわ」は、それを現代風に
アレンジして復活させたもの
です。こちらを冷…

かわさきそだちの手作り無添
加ジャム　　6本セット

10,000円
3,000ポイント

かわさきそだちの果物や野菜
を使った手作り無添加ジャム
です。新鮮な味わいを楽しん
でもらいたいとの思いから、
賞味期限を製造より１～２か
月に設定しています。一番人
気は果実がごろっと入った多
摩川梨のジャム。その他にも
キウイやみかん、トマト、ル
バーブ、梅、夏み…

川崎市消防局キャラクター
太助セット

10,000円
3,000ポイント

川崎市消防局キャラクター「
太助」の消防隊・救急隊・救
助隊バージョンの様々なグッ
ズのセットです。川崎市にあ
る障害者支援施設で生活して
いるご利用者さんが職員と一
緒に製作しています。メモ帳
と一筆箋はそれぞれ３種類ず
つ、マグカップは２種類の絵
柄（太助・REDWIN…

「川崎市民石けんプラント」
きなりっこセット

5,000円
1,500ポイント

市内小学校の給食で使用され
たてんぷら油を回収して精製
し、原料として作られた環境
にやさしいリサイクル石けん
です。この石けんは給食の食
器洗いの洗浄剤として使われ
、川崎の中で域内資源循環の
環を作っています。台所はも
ちろん洗濯・掃除にもお使い
ください。2018年…

川崎市消防局キャラクター太
助のハンカチ・ティッシ…

5,000円
1,500ポイント

◆川崎市消防局のマスコット
キャラクター「太助」が刺繍
されています。◆ハンカチ・
ティッシュケースは綿100％
でとても柔らかい手触りです
。◆川崎市にある障がい者施
設で作られています。◆綿10
0％で肌触りの良いハンカチ
です。◆ティッシュケースの
色はアソートとなります…

川崎市消防局キャラクター太
助と消防船のハンカチ・…

10,000円
3,000ポイント

◆ハンカチ(M)には川崎市消
防局マスコットキャラクター
太助と消防船が刺繍されてい
ます。エコバックには川崎市
消防局のマスコットキャラク
ター「太助」が刺繍されてい
ます。◆ティッシュケースの
色はアソートになります。◆
ハンカチ・ティッシュケース
は綿100％でとても柔…

限定100個！！川崎市消防局
キャラクター太助のハンカ…

10,000円
3,000ポイント

◆川崎市消防局のマスコット
キャラクター「太助」が刺繍
されています。◆限定100個
でエコバックには実際に使用
された消火ホースがポケット
として縫い付けられています
。◆ハンカチ(M)・ティッシ
ュケースは綿100％でとても
柔らかい手触りです。◆川崎
市にある障がい者施設で…

JAGDAつながりの展覧会Part1
マスキングテープ

6,000円
1,800ポイント

障害のあるアーティストの作
品を、国内外のデザイナーが
、様々なものを“つなぐ”身
近なアイテム「マスキングテ
ープ」にデザインしました。
全172種類の中から、川崎市
内のアトリエ「studioFLAT（
スタジオフラット）」所属ア
ーティストの原画を用いたテ
ープをご紹介します…

JAGDAつながりの展覧会Part2
チャリティ・アート・タ…

5,000円
1,500ポイント

障害のあるアーティストの作
品を、国内外のデザイナーが
、スポーツ観戦などに持って
いくことができ、省資源にも
つながる「タンブラー」にデ
ザインしました。全151種類
の中から、川崎市内のアトリ
エ「studioFLAT（スタジオフ
ラット）」所属アーティスト
・平田貴子さんの…

JAGDAつながりの展覧会Part2
チャリティ・アート・タ…

5,000円
1,500ポイント

障害のあるアーティストの作
品を、国内外のデザイナーが
、スポーツ観戦などに持って
いくことができ、省資源にも
つながる「タンブラー」にデ
ザインしました。全151種類
の中から、川崎市内のアトリ
エ「studioFLAT（スタジオフ
ラット）」所属アーティスト
・半澤真人さんの…
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JAGDAつながりの展覧会Part2
チャリティ・アート・タ…

5,000円
1,500ポイント

障害のあるアーティストの作
品を、国内外のデザイナーが
、スポーツ観戦などに持って
いくことができ、省資源にも
つながる「タンブラー」にデ
ザインしました。全151種類
の中から、川崎市内のアトリ
エ「studioFLAT（スタジオフ
ラット）」所属アーティスト
・宮本憲史朗さん…

川崎大師名物　厄除け開運
６点セット

10,000円
3,000ポイント

明治元年(1868年)創業。代々
家に伝わる製法で作られた『
家傳せき止飴・開運とんとこ
飴・名物きなこ飴』が有名で
、特に『とんとこ飴切り』は
毎年テレビ・新聞・雑誌等で
取り上げられ多くの芸能人の
方が挑戦される人気商品！こ
の３商品は、かわさき名産品
・神奈川名産100…

すべて手作りにこだわった、
「宿河原パウンドケーキ…

12,000円
3,600ポイント

当店人気NO,1の「苺パウンド
ケーキ」と、代官山パティス
リーで修業した本物の味「い
ちじくパウンドケーキ」が、
贅沢に味わえるセットです。
バターは、乳酸菌を加えた「
発酵バター」を使用。「苺」
・贅沢にたっぷり混ぜ込んだ
苺は、風味・酸味・色調に優
れたポーランド産…

川崎大師名物　厄除け開運
9点セット

10,000円
3,000ポイント

明治元年(1868年)創業。代々
家に伝わる製法で作られた『
家傳せき止飴・開運とんとこ
飴・名物きなこ飴』が有名で
、特に『とんとこ飴切り』は
毎年テレビ・新聞・雑誌等で
取り上げられ多くの芸能人の
方が挑戦される人気商品！こ
の３商品は、かわさき名産品
・神奈川名産100…

離れて暮らすご家族をそっと
見守る、東京ガスの「く…

70,000円
21,000ポイント

※商品に含まれているもの　
くらし見守りサービス開け閉
め確認機能で使用する取付機
器(開け閉め確認センサー)代
金＋設置工事費＋１年間のサ
ービス利用料＋健康相談＋警
備員駆けつけ（警備員駆けつ
けができないエリアがありま
すのでサービス利用注意事項
をご確認ください…

発酵熟成熟鮮魚国産本マグロ
（約250g）

10,000円
3,000ポイント

川崎市内で生まれた特許技術
を転用し川崎北部市場で商品
化に成功した「発酵熟成熟鮮
魚」。約３週間熟成させて刺
身で提供されるマグロは、味
の深さと旨みが凝縮されてお
り、まさに新鮮さが保たれた
まま旨味が熟成されたという
コンセプト通りの味わいです
。【商品に関する…

おふろでお絵かき
キットパスセット

13,000円
3,900ポイント

創業82年を迎える川崎市のチ
ョークメーカー日本理化学工
業は、障がい者雇用を昭和35
年に開始して以来、現在社員
全体の7割以上が障がいのあ
る社員です。「川崎ものづく
りブランド」認定アイテムの
キットパスは、なめらかな書
き味が特徴で、つるつるした
ところに描いて何…

川崎工場夜景タクシープラン
（2時間コース）

34,000円
10,200ポイント

JR川崎駅発着(ドアツードア
対応可)で、水江町、千鳥町
、川崎マリエンなどの臨海部
の夜景スポットを巡り、首都
高速道路川崎線からの夜景鑑
賞も楽しめます。(一社)神奈
川県タクシー協会認定の「か
ながわ観光タクシー」認定ド
ライバーの資格を取得した、
高いスキルを持った…

多摩川・河畔散歩
中(焼き菓子詰め合わせ)

11,000円
3,300ポイント

『多摩川・河畔散歩』は、感
動の美味しさと、繊細な香り
を追求した焼菓子シリーズで
す。新鮮で良質なアーモンド
、ヘーゼル等のナッツ類を、
厳選・吟味、その日焼き上げ
製造分のみを挽きたて、職人
の技術で丁寧に焼き仕上げて
おります。地元を題材にした
パッケージでご用…

フランス菓子専門店イルフェ
ジュール「グーテE」

10,000円
3,000ポイント

川崎市にあるフランス菓子専
門店イルフェジュールの焼き
菓子詰め合わせです。一番人
気のこだわりぬいたクラシッ
クショコラ、まるで生チョコ
レートをそのまま食べている
かのような焼き菓子『蒸ショ
コラ』をお詰め致しました。
かわさきマイスターにも選ば
れた宍戸哉夫シェ…

川崎名産品　日々熟成
禅寺丸の柿ワインケーキ

10,000円
3,000ポイント

日本最古の甘柿と言われる＜
禅寺丸柿＞で作られたワイン
を使ってパウンドケーキを作
りました。年々減少していく
歴史ある禅寺丸柿の原木をこ
れ以上減らさぬよう、後世に
渡り伝えていくため、お菓子
に変えて製造販売しておりま
す。1ヶ月の賞味期限内で日
熟々成していく深…

茶壺缶入武州茶・和紅茶・バ
ームクーヘン詰合せ

12,000円
3,600ポイント

名産品武州茶と全国・神奈川
推奨観光土産品の和紅茶と武
州茶がたっぷり入ったバーム
クーヘンの御詰合せです。【
商品に関するお問合せ先】事
業者：玉龍軒　田中屋TEL:04
4-833-1301【容量】武州茶８
０ｇ　和紅茶４０ｇ
バームクーヘン５袋
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なんぺいの木
かわさき名産品セット

12,000円
3,600ポイント

宮前ドーナツ、くるみの家は
かわさき名産品に認定されて
いる商品で川崎のお土産とし
てとても喜ばれています。宮
前ドーナツは全部で１２種類
あり内４種類は季節によって
味が変わります。手作りで１
手間２手間掛ける事によって
、しっとりとした焼きドーナ
ツに仕上がりまし…

住吉特製　大師土産
欲張りセット

10,000円
3,000ポイント

正月、300万人が参拝に訪れ
る全国的にも厄除で有名な川
崎大師の大山門前に店舗を構
えて、100年　「住吉」の久
寿餅は川崎を代表する銘菓で
す。関東の久寿餅の原料は小
麦粉の澱粉です。13ヶ月以上
発酵させた澱粉を、熟練の職
人が蒸気で一気に蒸し上げる
と、その澱粉は官能…

片手で、らくらくＫＡＷＡＳ
ＡＫＩネクタイ（シルク）

25,000円
7,500ポイント

かわさき名産品認定で、かわ
さきマイスターＫＵＲＩＴＡ
が考案した、片側マヒの人、
結び方に不慣れな人・忙しい
人も楽々着装できるネクタイ
です！予め結び目を作ってい
るので、首に掛けネクタイの
一方を片手で左へ右に大きく
振りながら引き下ろすと、結
び目が衿元まで上…

(サイズ：S）富士通フロンテ
ィアーズドライホッケー…

18,000円
5,400ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのドライホ
ッケーTシャツです。素材：
ポリエステル100％【商品に
関するお問合せ先】事業者：
スタジオ21TEL:075-…

(サイズ：M）富士通フロンテ
ィアーズドライホッケー…

18,000円
5,400ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのドライホ
ッケーTシャツです。素材：
ポリエステル100％【商品に
関するお問合せ先】事業者：
スタジオ21TEL:075-…

(サイズ：L）富士通フロンテ
ィアーズドライホッケー…

18,000円
5,400ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのドライホ
ッケーTシャツです。素材：
ポリエステル100％【商品に
関するお問合せ先】事業者：
スタジオ21TEL:075-…

(サイズ：XL）富士通フロン
ティアーズドライホッケー…

18,000円
5,400ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのドライホ
ッケーTシャツです。素材：
ポリエステル100％【商品に
関するお問合せ先】事業者：
スタジオ21TEL:075-…

富士通フロンティアーズマフ
ラータオル

12,000円
3,600ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズの定番タオ
ルです。素材：コットン100
％【商品に関するお問合せ先
】事業者：スタジオ21TEL:07
5-384-1400【容量…

歯医者さんと考えた歯磨きミ
ラー　HAMIL

10,000円
3,000ポイント

川崎市の町工場3社（株式会
社青山プラスチック塗装・ダ
イヤ工芸株式会社・株式会社
モルテック）が共同開発した
歯磨きミラー・HAMIL(ハミル
）。川崎市内の歯科医の協力
を得ながら3社の得意技術を
活かして作った製品です。明
るい２つのライトが口の中を
照らし、奥歯までし…

川崎大師公園横「スタジオシ
モムラ」写真撮影クーポ…

19,000円
5,700ポイント

お写真の撮影＋ご購入用クー
ポン券です。当日のお会計か
らクーポン券記載のお値段の
分を引かせていただきます。
当店でのスタジオ撮影全ての
内容でご利用いただけます。
詳しいプラン等は当店ホーム
ページをご覧ください。※ク
ーポン券は1点１円でご利用
いただけます。※川…

厄除ほうじ茶、金箔入抹茶使
用抹茶入玄米茶大安セット

10,000円
3,000ポイント

川崎大師平間寺御用達の厄除
ほうじ茶、金箔入抹茶使用抹
茶入玄米茶大安、川崎大師銘
茶　千代のかほりのお詰め合
わせです。【商品に関するお
問合せ先】事業者：川崎大師
銘茶老舗川崎京香園TEL:044-
266-5290【容量】100ｇ×3袋
入　外箱サイズ26×22×12cm

【定期便】「おつけもの慶ke
i」川崎名物キムチと季節…

200,000円
60,000ポイント

当社自慢のかわさき名産品認
定「慶」王道・白菜キムチを
はじめ、食感にこだわったカ
クテキ（大根キムチ）とかぶ
キムチ、そして季節ごとの彩
りと味が楽しめる季節のキム
チをセットにして、年間定期
便としてお届けいたします。
【商品に関するお問合せ先】
事業者：おつけも…
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(サイズ：S）富士通フロンテ
ィアーズ　ドライTシャツ

14,000円
4,200ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズの定番ドラ
イTシャツです。素材：ポリ
エステル100％【商品に関す
るお問合せ先】事業者：スタ
ジオ21TEL:075-384-…

(サイズ：M）富士通フロンテ
ィアーズ　ドライTシャツ

14,000円
4,200ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズの定番ドラ
イTシャツです。素材：ポリ
エステル100％【商品に関す
るお問合せ先】事業者：スタ
ジオ21TEL:075-384-…

(サイズ：L）富士通フロンテ
ィアーズ　ドライTシャツ

14,000円
4,200ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズの定番ドラ
イTシャツです。素材：ポリ
エステル100％【商品に関す
るお問合せ先】事業者：スタ
ジオ21TEL:075-384-…

(サイズ：LL）富士通フロン
ティアーズ　ドライTシャツ

14,000円
4,200ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズの定番ドラ
イTシャツです。素材：ポリ
エステル100％【商品に関す
るお問合せ先】事業者：スタ
ジオ21TEL:075-384-…

(サイズ：3L）富士通フロン
ティアーズ　ドライTシャツ

14,000円
4,200ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズの定番ドラ
イTシャツです。素材：ポリ
エステル100％【商品に関す
るお問合せ先】事業者：スタ
ジオ21TEL:075-384-…

（サイズ：130cm）富士通フ
ロンティアーズレプリカユ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのレプリカ
ユニフォームです、ふるさと
納税対象商品限定で、今期の
応援キャッチコピー『SHOWYO
URREDSOUL』ロゴ…

（サイズ：150cm）富士通フ
ロンティアーズレプリカユ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのレプリカ
ユニフォームです、ふるさと
納税対象商品限定で、今期の
応援キャッチコピー『SHOWYO
URREDSOUL』ロゴ…

（サイズ：S）富士通フロン
ティアーズレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのレプリカ
ユニフォームです、ふるさと
納税対象商品限定で、今期の
応援キャッチコピー『SHOWYO
URREDSOUL』ロゴ…

（サイズ：M）富士通フロン
ティアーズレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのレプリカ
ユニフォームです、ふるさと
納税対象商品限定で、今期の
応援キャッチコピー『SHOWYO
URREDSOUL』ロゴ…

（サイズ：L）富士通フロン
ティアーズレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのレプリカ
ユニフォームです、ふるさと
納税対象商品限定で、今期の
応援キャッチコピー『SHOWYO
URREDSOUL』ロゴ…

（サイズ：O）富士通フロン
ティアーズレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのレプリカ
ユニフォームです、ふるさと
納税対象商品限定で、今期の
応援キャッチコピー『SHOWYO
URREDSOUL』ロゴ…

（サイズ：XO）富士通フロン
ティアーズレプリカユニ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのレプリカ
ユニフォームです、ふるさと
納税対象商品限定で、今期の
応援キャッチコピー『SHOWYO
URREDSOUL』ロゴ…



14130

神奈川県川崎市

（サイズ：XA）富士通フロン
ティアーズレプリカユニ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのレプリカ
ユニフォームです、ふるさと
納税対象商品限定で、今期の
応援キャッチコピー『SHOWYO
URREDSOUL』ロゴ…

（サイズ：S）富士通フロン
ティアーズ応援セット

69,000円
20,700ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのセットで
す。『内容物』①ドライTシ
ャツ　素材：ポリエステル10
0％②ドライホッケーTシャツ
素材：ポリエステ…

（サイズ：M）富士通フロン
ティアーズ応援セット

69,000円
20,700ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのセットで
す。『内容物』①ドライTシ
ャツ　素材：ポリエステル10
0％②ドライホッケーTシャツ
素材：ポリエステ…

（サイズ：L）富士通フロン
ティアーズ応援セット

69,000円
20,700ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのセットで
す。『内容物』①ドライTシ
ャツ　素材：ポリエステル10
0％②ドライホッケーTシャツ
素材：ポリエステ…

（サイズ：XL）富士通フロン
ティアーズ応援セット

69,000円
20,700ポイント

川崎市を本拠地とし、アメフ
ト最高峰である、Ｘリーグ、
日本選手権を三年連続制覇（
四年連続制覇を目指し躍進中
）した、富士通フロンティア
ーズの応援グッズのセットで
す。『内容物』①ドライTシ
ャツ　素材：ポリエステル10
0％②ドライホッケーTシャツ
素材：ポリエステ…

【神奈川県産】ワケあり！高
喜のはねだし焼海苔たっ…

20,000円
6,000ポイント

川崎市の海苔の歴史は古く、
海苔養殖が始まったのが明治
四年（1871）と記録が残って
おります。その川崎市で創業
明治三十四年（1901年）、海
苔問屋として118年間海苔一
筋に海苔と向き合ってきた我
が々お届けする神奈川県産の
焼海苔です。海苔養殖の発祥
の地である「東京…

【2020年夏配送】多摩川梨５
ｋｇ詰め合わせ

14,000円
4,200ポイント

「多摩川梨」は多摩川流域に
て栽培されている梨の総称で
す。川崎市で生産される梨も
「多摩川梨」と呼ばれていま
す。川崎市の梨栽培の歴史は
古く、江戸時代初期から栽培
記録があり、江戸時代中期か
らは本格的な栽培が始まった
といわれています。都市化の
影響等により市内…

サイズ：(SM)　富士通レッド
ウェーブドライＴシャツ

15,000円
4,500ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの応援ド
ライTシャツになります。UA
（アンダーアーマ…

サイズ：(MD)　富士通レッド
ウェーブドライＴシャツ

15,000円
4,500ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの応援ド
ライTシャツになります。UA
（アンダーアーマ…

サイズ：(LG)　富士通レッド
ウェーブドライＴシャツ

15,000円
4,500ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの応援ド
ライTシャツになります。UA
（アンダーアーマ…

サイズ：(XL)　富士通レッド
ウェーブドライＴシャツ

15,000円
4,500ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの応援ド
ライTシャツになります。UA
（アンダーアーマ…

サイズ：(XXL)　富士通レッ
ドウェーブドライＴシャツ

15,000円
4,500ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの応援ド
ライTシャツになります。UA
（アンダーアーマ…
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富士通レッドウェーブマフラ
ータオル

14,000円
4,200ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの応援タ
オルになります。UA（アンダ
ーアーマー製）素…

サイズ：(MD)　富士通レッド
ウェーブレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの日本代
表選手である、町田瑠唯選手
のレプリカユニフ…

サイズ：(ＬＧ)　富士通レッ
ドウェーブレプリカユニ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの日本代
表選手である、町田瑠唯選手
のレプリカユニフ…

サイズ：(XL)　富士通レッド
ウェーブレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの日本代
表選手である、町田瑠唯選手
のレプリカユニフ…

サイズ：(MD)　富士通レッド
ウェーブレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの篠崎澪
選手のレプリカユニフォーム
です。UA（アンダ…

サイズ：(ＬＧ)　富士通レッ
ドウェーブレプリカユニ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの篠崎澪
選手のレプリカユニフォーム
です。UA（アンダ…

サイズ：(XL)　富士通レッド
ウェーブレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの篠崎澪
選手のレプリカユニフォーム
です。UA（アンダ…

サイズ：(MD)　富士通レッド
ウェーブレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの山本千
夏選手のレプリカユニフォー
ムです。UA（アン…

サイズ：(ＬＧ)　富士通レッ
ドウェーブレプリカユニ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの山本千
夏選手のレプリカユニフォー
ムです。UA（アン…

サイズ：(XL)　富士通レッド
ウェーブレプリカユニフ…

41,000円
12,300ポイント

川崎市を拠点に活動している
Ｗリーグの富士通レッドウェ
ーブ（女子バスケットボール
）は皇后杯３回、Ｗリーグ１
回の優勝実績があり、日本代
表でも活躍する選手を輩出し
ているチームです。そんな富
士通レッドウェーブの山本千
夏選手のレプリカユニフォー
ムです。UA（アン…

キットパスお絵かきセット

22,000円
6,600ポイント

創業82年を迎える川崎市のチ
ョークメーカー日本理化学工
業は、障がい者雇用を昭和35
年に開始して以来、現在全体
の7割以上が障がいのある社
員です。「川崎ものづくりブ
ランド」認定アイテムのキッ
トパスは、なめらかな書き味
が特徴で、つるつるしたとこ
ろに描いて何度で…

チョーク屋さんが作ったチョ
ークと黒板のセット

18,000円
5,400ポイント

創業82年を迎える川崎市のチ
ョークメーカー日本理化学工
業は、障がい者雇用を昭和35
年に開始して以来、現在全体
の7割以上が障がいのある社
員です。工場で丁寧に作られ
る鮮やかな色のチョーク12色
を1箱にまとめた「アートチ
ョーク12色」と、インテリア
にもなじみやすいA3…
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どこでも黒板スペースになる
、黒板とチョークのセット

22,000円
6,600ポイント

創業82年を迎える川崎市のチ
ョークメーカー日本理化学工
業は、障がい者雇用を昭和35
年に開始して以来、現在全体
の7割以上が障がいのある社
員です。冷蔵庫や玄関にもピ
タッと貼れる「りんご」と「
はた」の形のマグネット黒板
（2種）、貼って簡単に黒板
スペースができる「…

川崎大師名物
せき止め飴詰合せ　小袋

10,000円
3,000ポイント

初詣で有名な川崎大師の門前
にて、飴の製造、販売をして
おります。昔からある「のど
飴」で、ニッキ、ハッカ類を
使用しない、とても舐めやす
い飴です。小さいお子様から
御年配の方まで御好評頂いて
おります。【商品に関するお
問合せ先】事業者：飴の老舗
評判堂TEL:044-…

川崎大師名物
せき止め飴詰合せ　大袋

17,000円
5,100ポイント

初詣で有名な川崎大師の門前
にて、飴の製造、販売をして
おります。昔からある「のど
飴」で、ニッキ、ハッカ類を
使用しない、とても舐めやす
い飴です。小さいお子様から
御年配の方まで御好評頂いて
おります。【商品に関するお
問合せ先】事業者：飴の老舗
評判堂TEL:044-…

フランス菓子専門店イルフェ
ジュール「グーテA」

30,000円
9,000ポイント

川崎市にあるフランス菓子専
門店イルフェジュールの焼き
菓子詰め合わせです。一番人
気のこだわりぬいたクラシッ
クショコラ、まるで生チョコ
レートをそのまま食べている
かのような焼き菓子『蒸ショ
コラ』を始め、素材にこだわ
ったサブレやタルト、フィナ
ンシェ、マドレー…

フランス菓子専門店イルフェ
ジュール「グーテB」

25,000円
7,500ポイント

川崎市にあるフランス菓子専
門店イルフェジュールの焼き
菓子詰め合わせです。一番人
気のこだわりぬいたクラシッ
クショコラ、まるで生チョコ
レートをそのまま食べている
かのような焼き菓子『蒸ショ
コラ』を始め、素材にこだわ
ったサブレやタルトなど、か
わさきマイスター…

フランス菓子専門店イルフェ
ジュール「グーテC」

20,000円
6,000ポイント

川崎市にあるフランス菓子専
門店イルフェジュールの焼き
菓子詰め合わせです。一番人
気のこだわりぬいたクラシッ
クショコラ、まるで生チョコ
レートをそのまま食べている
かのような焼き菓子『蒸ショ
コラ』を始め、素材にこだわ
ったサブレ、フィナンシェ、
マドレーヌなど、…

フランス菓子専門店イルフェ
ジュール「グーテD」

15,000円
4,500ポイント

川崎市にあるフランス菓子専
門店イルフェジュールの焼き
菓子詰め合わせです。一番人
気のこだわりぬいたクラシッ
クショコラ、まるで生チョコ
レートをそのまま食べている
かのような焼き菓子『蒸ショ
コラ』を始め、素材にこだわ
ったサブレ、フィナンシェ、
マドレーヌなど、…

かわさきマイスター考案「車
いす用防寒・撥水マント…

100,000円
30,000ポイント

ユニバーサルファッションと
介護服を開発するかわさきマ
イスターＫＵＲＩＴＡが考案
した、保温素材のフリースと
雨対応の撥水布による両面着
られる車いす用コートです。
着やすく管理しやすいように
、上下セパレートにしたフリ
ーサイズです。フード付きマ
ントはマグネット…

かわさきマイスター考案！服
を着たような「おしゃれ…

15,000円
4,500ポイント

ユニバーサルファッションと
介護服を開発するかわさきマ
イスターＫＵＲＩＴＡが考案
した、ホントの服を着ている
ように見えるおしゃれな介護
用エプロンです。ポリエステ
ル素材に撥水・防汚加工を施
しているのでサッと洗うだけ
ですぐ乾きます。首の後ろの
マジックテープを…

かわさきマイスター考案！ケ
ガ・関節障害でも「着や…

44,000円
13,200ポイント

ユニバーサルファッションと
介護服を開発するかわさきマ
イスターＫＵＲＩＴＡが考案
した「ケガや関節の病で肩・
腕・指を動かしにくい時にも
羽織るだけで着られる袖付き
ボレロ」です。パジャマや厚
手の普段着の上からも、おし
ゃれなジャケットのように着
られ開閉はマグネ…

かわさきマイスター講師によ
る「シニアが輝く着物リ…

50,000円
15,000ポイント

服飾教育５０余年のかわさき
マイスターＫＵＲＩＴＡが開
講する「シニアに生き甲斐を
提供する講座」です。着なく
なった着物を材料に参加者の
様子に合わせて簡単な日常着
・手芸作品・お直し等の技術
取得に挑戦します。探求心を
満たす作品を作りながら人と
の交流が元気を生…

川崎味散歩（かわさき名産品
）と豆菓子詰合せ

12,000円
3,600ポイント

創業８０余年豆菓子専門店が
お届けする豆菓子です。定番
の豆菓子や創作豆菓子などバ
ラエティに富んだ豆菓子をお
楽しみください。【商品に関
するお問合せ先】事業者：菓
子工房おおはらTEL:044-355-
7856【容量】川崎味散歩（銘
菓選）ｘ１川崎味散歩（工場
夜景）ｘ１豆菓子…
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【神奈川県産】高喜の焼海苔
「雪の華」（YK-30）

10,000円
3,000ポイント

川崎市の海苔の歴史は古く、
海苔養殖が始まったのが明治
四年（1871）と記録が残って
おります。その川崎市で創業
明治三十四年（1901年）、海
苔問屋として118年間海苔一
筋に海苔と向き合ってきた我
が々お届けする神奈川県産の
焼海苔ギフトセットです。海
苔養殖の発祥の地…

【神奈川県産】高喜の焼海苔
「雪の華」（YK-50）

14,000円
4,200ポイント

川崎市の海苔の歴史は古く、
海苔養殖が始まったのが明治
四年（1871）と記録が残って
おります。その川崎市で創業
明治三十四年（1901年）、海
苔問屋として118年間海苔一
筋に海苔と向き合ってきた我
が々お届けする神奈川県産の
焼海苔ギフトセットです。海
苔養殖の発祥の地…

【神奈川県産】高喜の焼海苔
「雪の華」（YK-100）

30,000円
9,000ポイント

川崎市の海苔の歴史は古く、
海苔養殖が始まったのが明治
四年（1871）と記録が残って
おります。その川崎市で創業
明治三十四年（1901年）、海
苔問屋として118年間海苔一
筋に海苔と向き合ってきた我
が々お届けする神奈川県産の
焼海苔ギフトセットです。海
苔養殖の発祥の地…

小町のり（味付海苔）【川崎
市ご当地アイドルスペシ…

10,000円
3,000ポイント

川崎市の海苔の歴史は古く、
海苔養殖が始まったのが明治
四年（1871）と記録が残って
おります。その川崎市で創業
明治三十四年（1901年）、海
苔問屋として118年間海苔一
筋に海苔と向き合ってきた我
が々お届けする海苔はいかが
でしょうか。創業118年、川
崎市で海苔問屋・海…

【神奈川県産】高喜の焼海苔
たっぷり120枚セット

20,000円
6,000ポイント

川崎市の海苔の歴史は古く、
海苔養殖が始まったのが明治
四年（1871）と記録が残って
おります。その川崎市で創業
明治三十四年（1901年）、海
苔問屋として118年間海苔一
筋に海苔と向き合ってきた我
が々お届けする神奈川県産の
焼海苔です。海苔養殖の発祥
の地である「東京…

【神奈川県産】高喜の焼海苔
・味付海苔　詰合せ

20,000円
6,000ポイント

川崎市の海苔の歴史は古く、
海苔養殖が始まったのが明治
四年（1871）と記録が残って
おります。その川崎市で創業
明治三十四年（1901年）、海
苔問屋として118年間海苔一
筋に海苔と向き合ってきた我
が々お届けする神奈川県産の
焼海苔です。海苔養殖の発祥
の地である「東京…

【神奈川県産】【新海苔】高
喜の焼海苔「神奈川の極…

20,000円
6,000ポイント

川崎市の海苔の歴史は古く、
海苔養殖が始まったのが明治
四年（1871）と記録が残って
おります。その川崎市で創業
明治三十四年（1901年）、海
苔問屋として118年間海苔一
筋に海苔と向き合ってきた我
が々お届けする神奈川県産の
焼海苔です。海苔養殖の発祥
の地である「東京…

「慶」キムチのカレーと白菜
＆オイキムチセット

14,000円
4,200ポイント

厳選された原料をじっくり煮
込んだカレーと、キムチ職人
の業から生まれた家伝「慶キ
ムチの素」をブレンドしたキ
ーマ風キムチのカレー。カレ
ーの風味とキムチの香りが調
和した逸品と、川崎名物「お
つけもの慶kei」白菜キムチ
、オイキムチをセットにいた
しました。【商品…

川崎名物「おつけもの慶kei
」王道・白菜キムチとたら…

17,000円
5,100ポイント

かわさき名産品に選ばれてい
る王道・白菜キムチと、無着
色最上級品質のたらこを使用
したたらこキムチをセットに
いたしました。【商品に関す
るお問合せ先】事業者：おつ
けもの慶keiTEL:044-288-761
6【容量】白菜キムチ250ｇ、
たらこキムチ150ｇX2

ライスワインノンアルコール
サングリア・白

13,000円
3,900ポイント

この商品はノンアルコールの
サングリア（白）です。国産
無農薬米を原料にして作られ
た日本酒（RICEWINE）を更に
発酵させてノンアルコールに
しました。シャルドネ葡萄や
リンゴ・レモンと言ったフル
ーツ／深みを出す昆布だし／
穀物酢・リンゴ酢等を加える
事でサングリアテ…

愛され続けて40年のアップル
パイと自家製カヌレ

10,000円
3,000ポイント

アップルパイは開店当初の昭
和49年より40年以上手作りで
焼き続け、代々変わらぬ美味
しさを守り続けています。実
店舗では、親子2世代3世代に
渡り食べ続けてくださってい
るファンのお客様がたくさん
いらっしゃいます。他にも国
産小麦とバター、卵を使って
作った自家製カヌ…

ライスワインノンアルコール
サングリア・ロゼ

13,000円
3,900ポイント

この商品はノンアルコールの
サングリア（ＲＯＳＥ）です
。国産無農薬米を原料にして
作られた日本酒（ＲＩＣＥ　
ＷＩＮＥ）を更に発酵させて
ノンアルコールにしました。
黒・白・コンコードの３種類
の葡萄の他に、リンゴ・レモ
ンと言ったフルーツ／深みを
出す昆布だし／穀…
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ライスワインノンアルコール
サングリア・ロゼ/白セット

25,000円
7,500ポイント

この商品はノンアルコールの
サングリア（ロゼ・白）２本
セットです。国産無農薬米を
原料にして作られた日本酒
（ＲＩＣＥ　ＷＩＮＥ）を更
に発酵させてノンアルコール
にしました。葡萄・リンゴ・
レモンと言ったフルーツ／深
みを出す昆布だし／穀物酢・
リンゴ酢等を加え…

ライスワインノンアルコール
サングリア・ファミリー…

275,000円
82,500ポイント

この商品はノンアルコールの
サングリア（ロゼ・白各１２
本）　ファミリーセットです
。国産無農薬米を原料にして
作られた日本酒　（ＲＩＣＥ
　ＷＩＮＥ）を更に発酵させ
てノンアルコールにしました
。ご家庭での常備品としても
勿論、贈答品として・・急な
集まりやパーティ…

若芽萌ゆる最幸のお茶
お詰め合わせ

20,000円
6,000ポイント

【最幸のまちかわさき】をイ
メージして作りました。創業
９０余年の老舗の合組（ごう
ぐみ：ブレンドのこと）をお
楽しみいただけます。深い香
りと爽やかな甘みをお感じい
ただける逸品です。（外箱の
デザインが変わる場合がござ
います。）【商品に関するお
問合せ先】事業者…

茶箱入り武州茶詰合せ

10,000円
3,000ポイント

桐のミニ茶箱はお茶の保管の
他に小物入れとしてお使いい
ただけます。風味豊かな濃い
味の武州茶のティーバックと
お茶の香味をしっかり感じる
バームクーヘンとの詰合せで
す。【商品に関するお問合せ
先】事業者：玉龍軒　田中屋
TEL:044-833-1301【容量】桐
茶箱約10×14×10武…

武州茶と武州茶菓詰合せ

10,000円
3,000ポイント

かつて川崎で生産されていた
武州茶を復原したお茶です。
しっかりとした濃い風味のお
茶と、茶葉の香味が豊かなバ
ームクーヘンとの詰合せです
。【商品に関するお問合せ先
】事業者：玉龍軒　田中屋TE
L:044-833-1301【容量】武州
茶１００ｇ　　　　　　　　
　　　武州茶バ…

名産品お茶いろいろ5種

14,000円
4,200ポイント

名産品武州茶・上喜撰・玄米
茶・焙じ茶・和紅茶を御詰合
せいたしました。いろいろな
お茶をお楽しみください。【
商品に関するお問合せ先】事
業者：玉龍軒　田中屋TEL:04
4-833-1301【容量】武州茶１
００ｇ　　　　　　　　　　
　　　武州茶上喜撰１００ｇ
　　　　　　…

発酵熟成黒毛和牛イチボ200g
30日熟成

14,000円
4,200ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。部位は、お尻にあたり
で脂のサシも程よい部位です
。脂の甘さと赤身のバランス
が取れ、焼肉屋さんでもよく
使われます。美味しい焼き方
の説明書も同梱いたしますの
で、ご家庭でお店…

発酵熟成黒毛和牛シンタマ20
0g　30日熟成

12,000円
3,600ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。満遍なくサシがあり、
使い勝手が良くステーキにす
るには厚み大きさといい丁度
良い部位です。きめ細かい肉
質のマルシンは女性に人気！
美味しい焼き方の説明書も同
梱いたしますので…

発酵熟成黒毛和牛ウチモモ20
0g　30日熟成

11,000円
3,300ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。赤身の肉で、きめ細か
い身質。調理方は万能で煮込
みや揚げにも使える部位です
。肉らしい香りがあり、深い
旨味があります。美味しい焼
き方の説明書も同梱いたしま
すので、ご家庭で…

発酵熟成黒毛和牛ナカニク20
0g　30日熟成

8,000円
2,400ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。後ろ脚でも一番動かす
箇所でイチボから続く部位。
サシも軽めで牛らしさが感じ
られ、タレと合わせて焼肉で
食べたらgood。しっかり食感
を好む方におすすめです美味
しい焼き方の説明…

発酵熟成三元豚バラ肉200g30
日熟成

7,000円
2,100ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。ブロックでステーキに
してもよし、刻んで野菜炒め
やベーコンエッグにしても存
在感がハンパない！アクセン
トに抜群なアイテムです。美
味しい焼き方の説明書も同梱
いたしますので、…

発酵熟成牛豚盛合せ　上
1,000g

36,000円
10,800ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。４～５人用の盛合せで
す。熟成豚モモ肉２００g、
熟成牛上赤身２００g×４点
（ソトモモ、ウチモモ）、シ
ーソルト、自家製出汁醤油厳
選した発酵熟成肉の盛り合わ
せ。専用調味料もつ…
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発酵熟成牛豚盛合せ　特選
1,000g

41,000円
12,300ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。４～５人用の盛合せで
す。発酵熟成豚上バラ２００
g、発酵熟成肉特赤身２００g
×２点、発酵熟成肉上赤身２
００g×２点、シーソルト、
自家製出汁醤油厳選した発酵
熟成肉の盛り合わせ…

発酵熟成牛豚盛合せ　匠
1,000g

75,000円
22,500ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。４～５人用の盛合せで
す。熟成豚上ロース２００g
、熟成牛特赤身２００g×２
点（ランプorイチボorマルシ
ンorカメノコウorカワマエ）
、極上サーロイン４００g、
シーソルト、自家製出…

発酵熟成豚バラの自家製燻製
肉　200g

11,000円
3,300ポイント

明治大学と共同開発したエイ
ジングシートにより、安心安
全且つ旨味を最大限化した熟
成肉。ブロックでステーキに
してもよし、刻んで野菜炒め
やベーコンエッグにしても存
在感がハンパない！アクセン
トに抜群なアイテムです。厳
選した発酵熟成肉の盛り合わ
せ。専用調味料も…

川崎名産品　和牛コンビーフ
・自家製ベーコンセット

10,000円
3,000ポイント

和牛コンビーフと自家製ベー
コンのセットです。和牛コン
ビーフはA-5ランクの黒毛和
牛のスネ・肩肉を使い和牛の
旨味が味わえます。自家製ベ
ーコンは県内産の夢ポークを
使用し、肉の旨味が引き立つ
ように自社配合した香辛料で
漬け込みました。ヨーロッパ
の食品コンテスト…

ふるさと納税限定SimSimJapa
nコスメ　福袋！

25,000円
7,500ポイント

国産の胡麻油を使用したオイ
ルインコスメで有名なSimSim
Japanより、通常価格約20,00
0円相当の人気アイテムを詰
め込んだ福袋を100個限定で
ご準備しました。定番人気で
ヘナ染めにも適したシャンプ
ー、コンディショナーから、
自宅でできるヘッドスパオイ
ル、口腔内のケア用…

インド伝承！　アーユルヴェ
ーダシロダーラ体験チケ…

38,000円
11,400ポイント

究極の「脳内マッサージ」と
言われているシロダーラ。「
脳のトリートメント」といわ
れる究極の癒し施術は、肩こ
りや目の疲れのほか、日々の
ストレスの軽減にも。認知症
対策、ストレス対策にも効果
的です。90分の至福の時間を
体験できます。※体験は女性
限定とさせていた…

『いちから作ったわらび餅』
『釜揚げわらび餅』　…

15,000円
4,500ポイント

昔ながらの製法にこだわり、
銅鍋でじっくりと練り上げた
、独自の粘りと食感を持つわ
らび餅です。　　　　　『い
ちから作ったわらび餅』は、
原料は自家農園で育てたわら
びから作った本わらび粉を使
用しています。　　『釜揚げ
わらび餅』は、【2018年かわ
さき名産品】に選…

『釜揚げわらび餅』　『プレ
ミアムわらび餅』のギフ…

10,000円
3,000ポイント

昔ながらの製法にこだわり、
銅鍋でじっくりと練り上げた
、独自の粘りと食感を持つわ
らび餅です。　　　　　『プ
レミアムたわらび餅』は、原
料は自家農園で育てたわらび
から作った本わらび粉を使用
しています。　　『釜揚げわ
らび餅』は、【2018年かわさ
き名産品】に選ば…

川崎名産品　和牛ビーフジャ
ーキー・和牛コンビーフ…

17,000円
5,100ポイント

和牛ビーフジャーキーと和牛
コンビーフのセットです。和
牛ビーフジャーキーはA-5ラ
ンクの黒毛和牛のもも肉を使
い、肉の旨味が味わえるのが
特徴です。和牛コンビーフは
A-5ランクの黒毛和牛のスネ
・肩肉を使い和牛の旨味が味
わえます。【商品に関するお
問合せ先】事業者：…

すべて手作りにこだわった、
個性際立つ5種類の「宿河…

13,000円
3,900ポイント

パウンドケーキで最も大切な
バターは、乳酸菌を加え旨味
の幅が広がる「発酵バター」
を使用。5種類どれも、しっ
とりジューシーな仕上がりで
す。「レモン」は、厳選・瀬
戸内レモンを使用。ノーワッ
クスのため皮まで安心して食
べられます。「フルーツ」は
、ラム酒につけた…

すべて手作りにこだわった、
個性際立つ5種類の「宿河…

17,000円
5,100ポイント

パウンドケーキで最も大切な
バターは、乳酸菌を加え旨味
の幅が広がる「発酵バター」
を使用。5種類どれも、しっ
とりジューシーな仕上がりで
す。「レモン」は、厳選・瀬
戸内レモンを使用。ノーワッ
クスのため皮まで安心して食
べられます。「フルーツ」は
、ラム酒につけた…

すべて手作りにこだわった、
「宿河原パウンドケーキ…

6,000円
1,800ポイント

パウンドケーキで最も大事な
バターは、乳酸菌を加え旨味
の幅が広がる「発酵バター」
を使用。贅沢にたっぷり混ぜ
込んだ苺は、風味・酸味・色
調に優れたポーランド産セン
ガセンガナ種のイチゴ100％
。生地にはメレンゲを加え、
しっとりなめらかな味わい。
Chocotoの人気NO,1…
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釣り体験に必要な釣り具・釣
りエサ等の引換券1,500円分

5,000円
1,500ポイント

東京湾の釣り場でもトップク
ラスの人気を誇る「東扇島西
公園」。この観光スポットと
しても有名な西公園では、四
季折々、さまざまな種類の魚
がつれています。その公園の
売店内で使える、釣り体験に
必要な釣り具・釣りエサ等に
引き換えできる1,500円分の
チケットを差し上…

川崎純情小町☆グッズ

10,000円
3,000ポイント

オリジナルマフラータオル1
枚と、川崎市へのふるさと納
税に対する御礼の非売品メッ
セージカードをお送りいたし
ます。【商品に関するお問合
せ先】事業者：株式会社ホワ
イトウルフTEL: 044-789-95
60【容量】マフラータオル１
枚

川崎純情小町☆ライブ観覧コ
ース

17,000円
5,100ポイント

定期主催ライブのご招待券1
枚と、ファン投票により選ん
だ人気楽曲のベストCD「BEST
FIVEofKOMACHI」、川崎市へ
のふるさと納税に対する御礼
の非売品メッセージカードを
お送りいたします。【商品に
関するお問合せ先】事業者：
株式会社ホワイトウルフTEL:
044-789-9560【容…

川崎純情小町☆ふるさと納税
フルセット

34,000円
10,200ポイント

定期主催ライブのご招待券1
枚、オリジナルマフラータオ
ル1枚、ファン投票により選
んだ人気楽曲のベストCD「BE
STFIVEofKOMACHI」、ライブD
VD「クラブチッタ2ndワンマ
ンライブ」、川崎市へのふる
さと納税に対する御礼の非売
品メッセージカードをお送り
いたします。【商品…

日吉加瀬山太田道灌清酒３本
セット（額入り道灌肖像…

30,000円
9,000ポイント

　１５世紀の関東を駆け抜け
た英雄、太田道灌は対抗勢力
との戦いにおいて各地に城を
築きましたが、現在の川崎市
幸区に位置する日吉加瀬山も
築城にはもってこいの地の利
があると考えて逗留したとこ
ろ、その晩、兜(かぶと)を鷹
にかっさらわれる夢を見て計
画を変え、現在の…

日吉加瀬山太田道灌清酒６本
セット（額入り道灌肖像…

60,000円
18,000ポイント

　１５世紀の関東を駆け抜け
た英雄、太田道灌は対抗勢力
との戦いにおいて各地に城を
築きましたが、現在の川崎市
幸区に位置する日吉加瀬山も
築城にはもってこいの地の利
があると考えて逗留したとこ
ろ、その晩、兜(かぶと)を鷹
にかっさらわれる夢を見て計
画を変え、現在の…

川崎名産品　日々熟成　禅寺
丸の柿ワインケーキと焼…

34,000円
10,200ポイント

日本最古の甘柿と言われる＜
禅寺丸柿＞で作られたワイン
を使ってパウンドケーキを作
りました。年々減少していく
歴史ある禅寺丸柿の原木をこ
れ以上減らさぬよう、後世に
渡り伝えていくため、お菓子
に変えて製造販売しておりま
す。賞味期限内で日々熟成し
ていく深みある味…

川崎名産品　日々熟成　禅寺
丸の柿ワインケーキと焼…

34,000円
10,200ポイント

日本最古の甘柿と言われる＜
禅寺丸柿＞で作られたワイン
を使ってパウンドケーキを作
りました。年々減少していく
歴史ある禅寺丸柿の原木をこ
れ以上減らさぬよう、後世に
渡り伝えていくため、お菓子
に変えて製造販売しておりま
す。賞味期限内で日々熟成し
ていく深みある味…

川崎名産品　日々熟成　禅寺
丸の柿ワインケーキと焼…

34,000円
10,200ポイント

日本最古の甘柿と言われる＜
禅寺丸柿＞で作られたワイン
を使ってパウンドケーキを作
りました。年々減少していく
歴史ある禅寺丸柿の原木をこ
れ以上減らさぬよう、後世に
渡り伝えていくため、お菓子
に変えて製造販売しておりま
す。賞味期限内で日々熟成し
ていく深みある味…

川崎名産品　ふるさと冷凍便
柿生ちいさいスフレ3種…

17,000円
5,100ポイント

季節のご挨拶、帰省の手土産
、お中元などで２０年近く愛
され続けています。濃厚チー
ズ味と、ほろ苦キャラメル味
と、ふんわりショコラ味の川
崎名産品にも選ばれたスフレ
３種詰め合わせです。子供か
ら大人まで楽しめる、口とけ
豊かな贅沢スフレです。【お
召し上がり方】冷…

川崎名産品　ふるさと冷凍便
柿生ちいさいスフレキ…

17,000円
5,100ポイント

季節のご挨拶、帰省の手土産
、お中元などで２０年近く愛
され続けています。濃厚キャ
ラメルの深い味わいと少しの
ほろ苦さがご好評頂いており
ます。一粒で確かな満足、贅
沢時間をお楽しみください。
川崎名産品にも選ばれたスフ
レです。【お召し上がり方】
冷凍から冷蔵にて…

川崎名産品　ふるさと冷凍便
柿生ちいさいスフレ　…

17,000円
5,100ポイント

季節のご挨拶、帰省の手土産
、お中元などで２０年近く愛
され続けています。濃厚チー
ズの深い味わいとトロける口
とけに男性のお客様にもご好
評頂いております。一粒で確
かな満足、贅沢時間をお楽し
みください。【お召し上がり
方】・冷凍から冷蔵にて4時
間程で解凍されま…
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川崎名産品　ふるさと冷凍便
柿生ちいさいスフレ　…

17,000円
5,100ポイント

季節のご挨拶、帰省の手土産
、お中元などで２０年近く愛
され続けています。濃厚ショ
コラの重厚さとふんわり香る
オレンジフレーバーがご好評
頂いております。一粒で確か
な満足、贅沢時間をお楽しみ
ください。【お召し上がり方
】・冷凍から冷蔵にて4時間
程で解凍されます…

ふるさと冷凍便
自家製カヌレ40個

34,000円
10,200ポイント

国産原料にこだわったラム酒
たっぷり自家製カヌレです。
焦がしバターを入れることで
、香ばしさとコクをさらに引
き出すことができました。解
凍してそのまま冷やしカヌレ
で。焼きたてならでは、外カ
リッ中モチッ食感を味わいた
い方へ、オリジナル焼き直し
レシピをお付けし…

【元住吉】ブレーメンの音楽
隊みんなのコーヒーブレ…

15,000円
4,500ポイント

神奈川県全域を対象にした「
かながわ商店街大賞」におい
て第三回大賞を受賞したモト
スミ・ブレーメン通り商店街
から障がい福祉とおしゃれを
掛け合わせた返礼品となりま
す。市内のB型作業所で生産
されているコーヒーを中心に
、セット内すべての商品製造
に障がい者が関わ…

災害時の安眠確保用品「クイ
ックナップ」一人用セット

20,000円
6,000ポイント

避難場所での底冷え、腰痛対
策用の空気で膨らむエアーマ
ットとジッパー付安眠寝袋の
セットです。エアーマットは
ポンプで5分程度で膨らみ、
水や砂利にも強いナイロン・
ポリの特殊加工5層フイルム
で、マットに数か所穴が開い
てもそのまま使用できます。
安眠寝袋は保温性の…

災害時の安眠確保用品「クイ
ックナップ」二人用

20,000円
6,000ポイント

避難場所での底冷え、腰痛対
策用の空気で膨らむエアーマ
ットです。足踏ポンプを使用
し、5分程度で膨らみます。
水や砂利にも強いナイロンと
ポリエチレンの特殊加工5層
フィルムで、マットに数か所
穴があいてもそのまま使用で
きます。「川崎ものづくりブ
ランド」及び「防災…

災害時の安眠確保用品「クイ
ックナップ」一人用

10,000円
3,000ポイント

避難場所での底冷え、腰痛対
策用の空気で膨らむエアーマ
ットです。足踏ポンプを使用
し、5分程度で膨らみます。
水や砂利にも強いナイロンと
ポリエチレンの特殊加工5層
フィルムで、マットに数か所
穴があいてもそのまま使用で
きます。「川崎ものづくりブ
ランド」及び「防災…

災害時の安眠確保用品「クイ
ックナップ」二人用セット

30,000円
9,000ポイント

避難場所での底冷え、腰痛対
策用の空気で膨らむエアーマ
ットとジッパー付安眠寝袋の
セットです。エアーマットは
ポンプで5分程度で膨らみ、
水や砂利にも強いナイロン・
ポリの特殊加工5層フイルム
で、マットに数か所穴が開い
てもそのまま使用できます。
安眠寝袋は保温性の…

NECレッドロケッツ　オリジ
ナルグッズ(2wayクッショ…

10,000円
3,000ポイント

川崎市をホームタウンとした
バレーボールチームである、
NECレッドロケッツのオリジ
ナルグッズ。広げて使えば通
常のクッション、丸めて使え
ば簡易枕やボリュームのある
クッションとしてご使用いた
だけます。丸める際は、チャ
ック式で簡単に調整可能です
。レッドロケッツ…

NECレッドロケッツ　オリジ
ナルグッズ(3連ポーチ)

7,000円
2,100ポイント

川崎市をホームタウンとした
バレーボールチームである、
NECレッドロケッツのオリジ
ナルグッズ。3つのそれぞれ
違ったサイズ・デザインで、
チャームで連結して使用する
ことも、それぞれ個別で使用
することも可能です。小さい
サイズは、カードサイズ収納
可、中サイズは折り…

NECレッドロケッツ　オリジ
ナルグッズ(プルパーカー)…

15,000円
4,500ポイント

川崎市をホームタウンとした
バレーボールチームである、
NECレッドロケッツのオリジ
ナルグッズ。普段使いもしや
すいように、落ち着いたトー
ンをベースに、さりげなくレ
ッドロケッツのロゴが入って
いるデザインです。女性の方
が少し大きめに来てもオシャ
レに決まります！…

NECレッドロケッツ　オリジ
ナルグッズ(プルパーカー)…

15,000円
4,500ポイント

川崎市をホームタウンとした
バレーボールチームである、
NECレッドロケッツのオリジ
ナルグッズ。普段使いもしや
すいように、落ち着いたトー
ンをベースに、さりげなくレ
ッドロケッツのロゴが入って
いるデザインです。女性の方
が少し大きめに来てもオシャ
レに決まります！…

【宮前区特産】マスクメロン
（宮前メロン）

10,000円
3,000ポイント

川崎市の特産品である宮前メ
ロンは、昭和５２年から川崎
市宮前区の温室で栽培されて
います。１本のツルから１個
だけしか生産しないアールス
系のマスクメロンです。安心
・安全をモットーに１つ１つ
心を込めて栽培しております
。お中元や贈答用にも大変人
気な商品です。　…


