ふるさとチョイス

徳島県 松茂町
ふるさと納税お礼の品一覧

［№５５６１－０３９７］エクイタンス
光プロテクション
19,000円

［№５５６１－０３９６］エクイタンス
スペシャルインクリーム
37,000円

［№５５６１－０３９５］エクイタンス
モイストパワーエッセンス
30,000円

化粧品研究40年以上のサンスターが、自社工場（
徳島県松茂町）で製造した日焼け止めクリームで
す。高い紫外線ブロック機能（SPF50・PA++++）
に加え、近赤外線・ブルーライトをブロックする
「光プロテクトシールド※」を配合。あらゆる太
…

化粧品研究40年以上のサンスターが、自社工場（
徳島県松茂町）で製造したクリームです。サンス
ター独自のうるおい成分「モイスチャーリンク※
」をはじめとする、先端テクノロジーと植物の力
を組み合わせた14種類の高保湿成分を配合。年…

化粧品研究40年以上のサンスターが、自社工場（
徳島県松茂町）で製造した美容液です。エクイタ
ンスが世界で初めて※1化粧品に配合した、独自
の高保湿成分「モイスチャーリンク※2」を最大
濃度配合※3。うるおいを与えるだけでなく、肌
が自…

［№５５６１－０３９４］エクイタンス
ホワイトクリーム
30,000円

［№５５６１－０３９３］エクイタンス
ホワイトエッセンス
37,000円

［№５５６１－０３９２］エクイタンス
ブーストパワーローション
22,000円

化粧品研究40年以上のサンスターが、自社工場（
徳島県松茂町）で製造した薬用美白※1クリーム
です。日本で唯一サンスターだけが配合している
独自の美白有効成分「リノレックS※2」がシミの
もと（酵素チロシナーゼ）を分解促進※3。さら
に…

化粧品研究40年以上のサンスターが、自社工場（
徳島県松茂町）で製造した薬用美白※1美容液で
す。日本で唯一サンスターだけが配合している独
自の美白有効成分「リノレックS※2」がシミのも
と（酵素チロシナーゼ）を分解促進※3。さらに
、…

化粧品研究40年以上のサンスターが、自社工場（
徳島県松茂町）で製造。年齢とともにサビついた
肌を磨く化粧液です。美容成分「精製米ぬか油」
を日本で唯一の独自技術により、極小カプセルに
配合。サビついた角層をうるおいで磨き上げ、…

［№５５６１－０３９１］エクイタンス
フェイシャルフォーム
13,000円

［№５５６１－０３９０］エクイタンス
クレンジングオイル
19,000円

［№５５６１－０３７７］カスタムバッ
グＦ２／ハイエンドモデル＜スマホ…
101,000円

化粧品研究40年以上のサンスターが、自社工場（
徳島県松茂町）で製造。きめ細やかで濃密な泡が
、毛穴や肌のキメに入り込んだ汚れまで包み込ん
でしっかり落とします。さらに、肌のくすみの原
因となる老廃物や、メラニンを含んだ不要な角…

化粧品研究40年以上のサンスターが、自社工場（
徳島県松茂町）で製造。クレンジング成分と保湿
成分の両方にこだわった、植物由来の成分を95％
以上配合したクレンジングオイルです。リッチに
配合した天然クレンジング成分がメイクや毛穴…

カスタムバッグF2の最大の特徴はボトム形状にあ
ります。トートバッグのような四角いボトム形状
を持ち、バッグ内部の収納スペースを無駄にする
事なくバッグの底部4角までキッチリ収納できま
す。バッグの角まで収納できる事で安定して、…

このカタログに掲載されている情報は
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［№５５６１－０３７６］カスタムバッ
グＦ２／ハイエンドモデル＜ボトル…
101,000円

［№５５６１－０３７５］キャッシュレ
ス時代の紙幣を折らない薄型財布Ｖ…
69,000円

［№５５６１－０２１３］うなぎ蒲焼２
尾入
15,000円

カスタムバッグF2の最大の特徴はボトム形状にあ
ります。トートバッグのような四角いボトム形状
を持ち、バッグ内部の収納スペースを無駄にする
事なくバッグの底部4角までキッチリ収納できま
す。バッグの角まで収納できる事で安定して、…

キャッシュレスの時代が来ても折り畳んでいない
紙幣は持っていたい。スマホやカード決済が中心
になっても紙幣を使う場面が無くなる事は当分無
いのです。そして決済後一般的にはレシートなど
も絶対もらいますからレジ前でもたもたせずサ…

松茂町の老舗うなぎ加工会社モリカン鰻。長年に
わたって徳島県内百貨店、また直売所にも出店し
、その美味しさから県民に広く愛されています。
厳選した美味しい国産うなぎを当社秘伝のタレで
職人が丹精を込めて1尾ずつ手焼きし、ふっく…

［№５５６１－０２１２］Ｗビッグポケ
ット付きデイパック
87,000円

［№５５６１－０２１１］Ｗファスナー
のボストントート／Ｂ
61,000円

［№５５６１－０２０２］犬のおやつ干
し芋
10,000円

本体上下に大きなファスナーポケットが付いたタ
イプのデイパック。本体の開口部のフラップ自体
がファスナー付きの大きな収納スペースになって
おり、使用頻度の高いモノを分けて収納しておく
とサッと出し入れすることができます。フロン…

大きな開口部を備えたボストンバッグでありトー
トバッグでもあります。コンパクトに見えて収納
力と開口部の操作性などは抜群です。さあガンガ
ン荷物を詰め込んで、、、。※画像はイメージで
す。事業者：株式会社バンナイズ

徳島県特産品のさつまいも（鳴門金時）は、食物
繊維、ビタミンCが豊富で、人間はもちろん、犬
にも健康に最適な食物です。そこで、犬のおやつ
として干し芋を作りました。さつまいもを茹で上
げ、むし歯要望に程よい固さに乾燥しています…

［№５５６１－０２０１］干し芋・さつ
ま芋、蓮根チップスセット
12,000円

［№５５６１－０２１０］大きく開くサ
ブバッグ／Ｂ
105,000円

［№５５６１－０２０９］大きく開くサ
ブバッグ／Ａ
102,000円

さつま芋の茨城県産（紅はるか）・徳島県産（鳴
門金時）は、それぞれミネラルたっぷりの土壌で
育った芋で、干し芋に適した芋です。紅はるかは
ねっとりしっとり、鳴門金時は、上品な甘さと懐
かしさを感じる味に仕上がっています。余計な…

iPadPro11インチが余裕で入るサイズで、前後が
ガバッと開いて機能的なサブバッグ。前側は全開
にしても開きすぎず入れたモノが落ちにくく、収
納しているものが一目瞭然になるのでサッと必要
なモノを出し入れできると思います。後側にはi
…

iPadminiが余裕で入るサイズで、前後がガバッと
開いて機能的なサブバッグ。前側は全開にしても
開きすぎず入れたモノが落ちにくく、収納してい
るものが一目瞭然になるのでサッと必要なモノを
出し入れできると思います。後側にはiPadmini…
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［№５５６１－０２０８］さつまいも（
なると金時）松茂町産５ｋｇ
13,000円

［№５５６１－０２０７］大人のワーキ
ングベース／Ｗワイド＜ナチュラル＞
116,000円

［№５５６１－０２０６］大人のワーキ
ングベース／ワイド＜ナチュラル＞
108,000円

「なると金時」は徳島県北東部の砂地畑で栽培さ
れており、水分は少なく肉質は粉質で上質な甘さ
と、栗のようなホクホクした食感は極上です。井
上ファームは、さつまいもづくりに好立地な松茂
町で「なると金時」を専門に栽培しています。…

スーツにリュックというとカジュアルな印象も少
なからずありそうです。しかし様々な仕事のスタ
イルや、仕事への取り組み方、仕事内容や環境、
個々の考え方と価値観などが多様な以上、スーツ
にリュックがどうとか、リュックはカジュアル…

スーツにリュックというとカジュアルな印象も少
なからずありそうです。しかし様々な仕事のスタ
イルや、仕事への取り組み方、仕事内容や環境、
個々の考え方と価値観などが多様な以上、スーツ
にリュックがどうとか、リュックはカジュアル…

［№５５６１－０２０５］大人のワーキ
ングベース／スリム＜ナチュラル＞
101,000円

［№５５６１－０２０４］大人のワーキ
ングベース／Ｗワイド
119,000円

［№５５６１－０２０３］大人のワーキ
ングベース／ワイド
112,000円

スーツにリュックというとカジュアルな印象も少
なからずありそうです。しかし様々な仕事のスタ
イルや、仕事への取り組み方、仕事内容や環境、
個々の考え方と価値観などが多様な以上、スーツ
にリュックがどうとか、リュックはカジュアル…

スーツにリュックというとカジュアルな印象も少
なからずありそうです。しかし様々な仕事のスタ
イルや、仕事への取り組み方、仕事内容や環境、
個々の考え方と価値観などが多様な以上、スーツ
にリュックがどうとか、リュックはカジュアル…

スーツにリュックというとカジュアルな印象も少
なからずありそうです。しかし様々な仕事のスタ
イルや、仕事への取り組み方、仕事内容や環境、
個々の考え方と価値観などが多様な以上、スーツ
にリュックがどうとか、リュックはカジュアル…

［№５５６１－０２００］キャッシュレ
ス時代の胸ポケットに入る多機能薄…
46,000円

［№５５６１－０１９９］紙幣とカード
が入る最小サイズウォレット
25,000円

［№５５６１－０１９８］キャッシュレ
ス時代の胸ポケットに入る薄型コン…
33,000円

キャッシュレスの時代が来てスマホやカード決済
が中心になっても紙幣を使う場面が無くなる事は
当分無いのです。そして決済後一般的にはレシー
トなども絶対もらいますからレジ前でもたもたせ
ずサラッと収納もしたい。この財布はそんな機…

最低限のカードと紙幣が入るコンパクトで大人っ
ぽくてカッコいい、そしていつもポケットに入れ
ておける最小サイズの財布は出来ないかと取り組
んだのがこの財布です。コンセプトはコンパクト
サイズ優先のために紙幣は二つに折り畳む事に…

キャッシュレスの時代が来てスマホやカード決済
が中心になっても紙幣を使う場面が無くなる事は
当分無いのです。そして決済後一般的にはレシー
トなども絶対もらいますからレジ前でもたもたせ
ずサラッと収納もしたい。この財布はそんな機…
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［№５５６１－０１９７］Ｗファスナー
のボストントート
69,000円

［№５５６１－０１７２］サンスター干
支ハブラシ（２０２１年丑）
13,000円

［№５５６１－０１９６］カスタムバッ
グＦ２－２７０＜ハンドル：ブラッ…
87,000円

大きな開口部を備えたボストンバッグでありトー
トバッグでもあります。コンパクトに見えて収納
力と開口部の操作性などは抜群です。さあガンガ
ン荷物を詰め込んで、、、。※画像はイメージで
す。事業者：株式会社バンナイズ

「新しい朝はサンスター干支ハブラシで迎えよう
！」サンスター自社工場(徳島松茂町）で製造し
たサンスターのオリジナルデザイン。今年の干支
ハブラシは、2021年の干支である“丑（うし）”
をテーマに、厄を除け、福を運ぶ“赤べこ”をデ
ザ…

カスタムバッグF2の最大の特徴はボトム形状にあ
ります。トートバッグのような四角いボトム形状
を持ち、バッグ内部の収納スペースを無駄にする
事なくバッグの底部４角までキッチリ収納できま
す。バッグの角まで収納できる事で安定して、…

［№５５６１－０１９５］カスタムバッ
グＦ２－２５０＜ハンドル：ブラッ…
75,000円

［№５５６１－０１９４］大人のワンシ
ョルダー／５ｗａｙ仕様
80,000円

［№５５６１－０１９３］うなぎ蒲焼３
尾入
21,000円

カスタムバッグF2の最大の特徴はボトム形状にあ
ります。トートバッグのような四角いボトム形状
を持ち、バッグ内部の収納スペースを無駄にする
事なくバッグの底部4角までキッチリ収納できま
す。バッグの角まで収納できる事で安定して、…

D環やパーツを駆使することで斜め掛けのワンシ
ョルダーをショルダーバッグにしたり手提げにし
たり。シーンに合わせてストレスなく思うがまま
に使いこなせる5way仕様のワンショルダー。※画
像はイメージです。※ミッドナイトネイビー、ブ
…

松茂町の老舗うなぎ加工会社モリカン鰻。長年に
わたって徳島県内百貨店、また直売所にも出店し
、その美味しさから県民に広く愛されています。
厳選した美味しい国産うなぎを当社秘伝のタレで
職人が丹精を込めて1尾ずつ手焼きし、ふっく…

［№５５６１－０１９２］うなぎ蒲焼５
尾入
35,000円

［№５５６１－０１９１］最高級黒毛和
牛ローストビーフ【華ＨＡＮＡ】ス…
15,000円

［№５５６１－０１９０］最高級黒毛和
牛ローストビーフ【華ＨＡＮＡ】ブ…
38,000円

松茂町の老舗うなぎ加工会社モリカン鰻。長年に
わたって徳島県内百貨店や、また直売所にも出店
し、その美味しさから県民に広く愛されています
。厳選した美味しい国産うなぎを当社秘伝のタレ
で職人が丹精を込めて1尾ずつ手焼きし、ふっ…

肉匠・藤原が素材にこだわって完成したロースト
ビーフ！その名も『華HANA』黒毛和牛のマルシン
。ラムシンを使ったローストビーフ！もちろん格
付等級は、A4またはA5の黒毛和牛！マルシン・ラ
ムシンとは、もも肉の中でも、もっとも希少部…

肉匠・藤原が素材にこだわって完成したロースト
ビーフ！その名も『華HANA』黒毛和牛のマルシン
。ラムシンを使ったローストビーフ！もちろん格
付等級は、A4またはA5の黒毛和牛！マルシン・ラ
ムシンとは、もも肉の中でも、もっとも希少部…
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［№５５６１－０１８８］ビンテージオ
イルシュリンクレザーのキーホルダー
18,000円

［№５５６１－０１８７］カードと紙幣
収納のロングウォレット／スタンダ…
91,000円

［№５５６１－０１８６］カードと紙幣
収納のロングウォレット／スリムタ…
83,000円

鍵を固定する部分には馬蹄型の金具を、本体部分
にはビンテージオイルシュリンクレザーを使用し
た雰囲気のあるキーホルダーです。カラーはビン
テージキャメルとビンテージブラックの2色。ビ
ンテージオイルシュリンクレザーは革にオイル…

本体表素材にビンテージオイルレザーを、本体内
側のポケット部分に牛ヌメ革を使用したロングウ
ォレット。本体内側に12箇所のカードポケットと
紙幣収納部が付いたスタンダードタイプ。本体を
開くと収納しているカードが一目瞭然で、カー…

本体表素材にビンテージオイルレザーを、本体内
側のポケット部分に牛ヌメ革を使用したロングウ
ォレット。本体内側に8箇所のカードポケットと
紙幣収納部が付いたスリムタイプ。本体を開くと
収納しているカードが一目瞭然で、カードや紙…

［№５５６１－０１８５］いいとこ取り
のオールインワンＦｒｅｅＦｒｅｅ…
57,000円

［№５５６１－０１８４］取り外し可能
な仕切り付きスクエアポケポケトー…
50,000円

［№５５６１－０１８３］サコッシュに
もなる仕切り付きポケットトート／…
61,000円

自由度と遊び心満載「FreeFreeTote」バッグはや
っぱり実用品、物を入れる道具。この基本的な機
能を満たしておれば提げ方や持ち方に決まりはあ
りません。持ちやすいように、楽なように、取り
出しやすいように.........。色々な使用方法…

本体内側に4つの仕切り、本体外側に大小8個のポ
ケット、さらに本体内を前後に仕切ることができ
る取り外し可能な仕切りがセットになって持ち歩
く物を使い勝手いいよう機能的に収納できるトー
トバッグ。本体内部には4つの仕切りがあり、…

本体内側に4つの仕切り、本体外側に大小8個のポ
ケット、さらに本体内を前後に仕切ることができ
、取り外してサコッシュとしても使用できる仕切
りがセットになったトートバッグ。本体内部の4
つの仕切りは、収納する物に合わせて内部を仕…

［№５５６１－０１８２］ＬＰレコード
が収納できるサイズのレコードリュ…
102,000円

［№５５６１－０１８０］ミニコインケ
ース
12,000円

［№５５６１－０１７９］４バックルリ
ュック＆ショルダー／Ｍ
91,000円

本体表素材に対磨耗性に優れ耐久性のあるバリス
ティックナイロンを使用し、LPサイズのレコード
を複数毎収納して持ち運ぶことを想定したリュッ
ク。LPサイズのレコードならジャケットのまま約
15枚程度を収納できます。またA4サイズのファ…

キャッシュレスが推奨され始め、レジで小銭をも
らう事も大分減ってきました。いずれポケットで
小銭がジャラジャラという時代は無くなるのかも
しれません。でも少しぐらいは持っていた方が便
利なので、このぐらいのサイズ感で丁度いいか…

背負った時に背面は見る事ができません。状況に
よってはファスナーをそっと開けられても気付く
事は少ないと思います。このリュックはファスナ
ーを閉めた後、更にバックルで固定する事で背面
からのセキュリティと強度を強化しました。開…
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［№５５６１－０１７１］バンナイズミ
ニガーデンマルチトート
39,000円

［№５５６１－０１７０］バンナイズ大
きく開いて取り出しやすいコインケ…
11,000円

［№５５６１－０１６９］バンナイズ多
目的バッグ＜ツインバックル＞
47,000円

底部分の襠が広いため、充分な容量があるトート
バッグです。ランチバッグにもぴったり！底面が
ほぼ正方形にデザインされていて、提げると角度
がついて、かわいい印象になります。紐で開口部
を閉じることができるタイプなので、好きにか…

手のひらに収まるコンパクトなサイズで、大きく
開く開口部は奥に入った小銭も取り出しやすく、
扱いやすさは抜群のコインケースです。本体表素
材には、素材強度と対摩耗性など耐久性に優れた
素材のバリスティックナイロンを使用していま…

コンパクトなサイズながら襠幅が約50mm有り、長
財布やiPadmini、大きめのスマホ、デジタルオー
ディオプレーヤー、イヤフォンなど普段持ち歩く
アイテムをまとめて持ち運ぶことができるツイン
バックルタイプのバッグです。本体背面にはシ…

［№５５６１－０１６８］バンナイズ薄
型スリムなラウンド型ブリーフケー…
67,000円

［№５５６１－０１６７］バンナイズ薄
型スリムなラウンド型ブリーフケー…
68,000円

［№５５６１－０１６６］バンナイズ斜
め掛けファスナーポーチ
39,000円

仕事で使うための荷物や持っていれば役に立つ小
物は数えるとキリが無いぐらい多くあります。し
かしその分ブリーフケースは重く大きく厚くなっ
てしまいます。打合せや通勤の時は不用なパワー
は使いたくないので極力重いものは持ちたくな…

仕事で使うための荷物や持っていれば役に立つ小
物は数えるとキリが無いぐらい多くあります。し
かしその分ブリーフケースは重く大きく厚くなっ
てしまいます。打合せや通勤の時は不用なパワー
は使いたくないので極力重いものは持ちたくな…

2世代前ぐらい前から比べるとスマートフォンも
進化し、画面も大きくなりました。もうこれ以上
は大きくならないで欲しいと密かに期待してます
。持ち運ぶためのツールも2世代ぐらい前なら小
さくても十分対応出来ましたが、今では大きくな
…

［№５５６１－０１６４］バンナイズ帆
布のワイドストライプトート／Ｍ
35,000円

［№５５６１－０１６３］バンナイズち
ょっとお出かけ仕切り付きバッグイ…
19,000円

［№５５６１－０１６２］バンナイズ赤
いファスナーのサブバッグ（フラッ…
53,000円

ペットボトルやタンブラーを立てて収納できる、
底がフリーになった仕切りや、財布やハンカチな
どの収納にぴったりな内ポケットがあるストライ
プ柄がおしゃれなトートバッグです。フロントの
手提げ付け根部分にはキーホルダーなどを吊る…

本体内部にスマホなどのデジタル端末を収納し、
他の収納品との干渉を防いだり仕切りとしても使
用できるクッション性のあるポケットが付いてお
り、財布やキー、ハンカチなどひとまとめにして
おいて、ランチやちょっとしたお買い物などに…

iPadminiなどの各社7インチ程度以下のサイズの
タブレットやファブレット端末、長い財布や500m
lのペットボトルなどが入る容量で、開口部に赤
いファスナーを使用したバッグです。アンティー
クな雰囲気のナス環を使用したショルダーベルト
…
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［№５５６１－０１６１］バンナイズ絶
妙サイズの小型サブポケット
20,000円

［№５５６１－０１５８］バンナイズＡ
４スクエアトート
62,000円

［№５５６１－０１５７］バンナイズＡ
４マルチトート
59,000円

オンオフ問わず様々な場面で、ポケットに入れて
持ち運ぶには少し大き過ぎるけど、手で持ち運ぶ
には不便。かと言ってバッグに入れて持ち運ぶ程
のモノでないけど絶対必要なアイテムは色々ある
と思います。例えば、二つ折りの財布やパスポ…

A4サイズの本や書類、厚いファイルやクリアファ
イル、スマホやノート、小物など、オンタイムか
らオフタイムまでシーンを選ばず使えるキチッと
した印象のスクエアなデザインです。本体内部に
仕切りがあるので、必要なものをすっきり見や…

メインコンパートメント内部の、仕切りにもなる
ファスナー付きポケットを利用して整理しながら
収納でき、通勤通学、普段使いにも活躍する容量
のあるトートバッグです。カジュアルなデニム素
材で、男女問わず持てるかっこよくかわいいバ…

［№５５６１－０１５６］バンナイズ帆
布のクラシックショルダーＢ
69,000円

［№５５６１－０１５５］バンナイズ帆
布のクラシックショルダーＡ
39,000円

［№５５６１－０１５４］バンナイズち
ょっとミリタリーなメッセンジャー…
57,000円

昔ながらの帆布製。ベーシックでクラシックでレ
トロなモノはやっぱり暖くて良いものです。現代
のようにデザイン性先行ではなくて、モノを入れ
る道具としての頑固なまでの基本的な機能性が先
行。帆布を切った時にカット面からほつれて来…

昔ながらの帆布製。ベーシックでクラシックでレ
トロなモノはやっぱり暖くて良いものです。現代
のようにデザイン性先行ではなくて、モノを入れ
る道具としての頑固なまでの基本的な機能性が先
行。帆布を切った時にカット面からほつれて来…

斜め掛けや肩からのショルダーとして使用する時
にカッコよく見えるちょっとミリタリーな感じの
メッセンジャーバッグです。バックルを多用した
デザインで少し個性を主張、ハード過ぎず、シン
プル過ぎない適度なデザインが街中で使う時に…

［№５５６１－０１５３］バンナイズ帆
布のロングウォレット／Ｔｙｐｅ－Ｂ
24,000円

［№５５６１－０１５２］バンナイズミ
ニロールトップショルダー
35,000円

［№５５６１－０１５１］バンナイズメ
ールバッグショルダー／３４０
76,000円

帆布本来の風合いがあり使い込む程に馴染む帆布
のロングウォレット。紙幣収納部の上に革製のオ
ープンポケットが付いたType-B。革製のオープン
ポケットには、例えばレシートやクレジットカー
ドの明細などを分けて入れておいても便利だと…

フラップの開閉は、クルッと巻いてベルクロで固
定するロールトップタイプです。メイン収納部は
長財布や7インチサイズのタブレットなどを縦向
きに収納できる容量があります。フロントポケッ
トはセミフラップタイプ。スマホや交通系のパ…

本体フロントにはセキュリティ性の高いフラップ
付きのツインポケットが付いています。フロント
ポケットには全長200mm程度の長財布などを縦向
きに収納できる容量があります。フロントポケッ
トとメインのフラップは、横向きのループ状に…
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［№５５６１－０１５０］バンナイズス
タッフオーダートート／Ｙｕｋａモ…
30,000円

［№５５６１－０１４９］バンナイズス
タッフオーダートート／Ａｋｉモデル
30,000円

［№５５６１－０１４８］バンナイズス
タッフオーダートート／Ｍｉｋａモ…
30,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しいバッグを商品
化した「スタッフオーダートート」シリーズ。こ
ちらのトートは、グレー×明るいカラーで目を惹
くカラーラインナップです。底部分はカジュアル
なデニム素材で、開口部にはスナップボタンが…

バンナイズの女性スタッフが欲しいバッグを商品
化した「スタッフオーダートート」シリーズ。こ
ちらのトートは、デニムがかわいくカジュアルで
ポップな雰囲気♪メンズライクで、スタッフにも
人気のモデルです。軽いデニム素材で、長財布…

バンナイズの女性スタッフが欲しいバッグを商品
化した「スタッフオーダートート」シリーズ。こ
ちらのトートは、普段持ち歩く必要な小物やボト
ルもスッキリ持ち運ぶことができます。また、長
財布が縦にも横にも入る、かわいらしいデザイ…

［№５５６１－０１４７］バンナイズス
タッフオーダートート／Ａｉモデル
34,000円

［№５５６１－０１４６］バンナイズプ
ティットトート
20,000円

［№５５６１－０１４５］バンナイズポ
ストマンバッグ（２６０）
70,000円

バンナイズの女性スタッフが欲しいバッグを商品
化した「スタッフオーダートート」シリーズ。こ
ちらのトートは、マチがしっかりしているので荷
物も収納しやすく、トラッドなデザインなので普
段使いにも通勤バッグとしても活躍します。※…

「プティット」とは、フランス語で小さいという
意味です。小さくても容量があり、活躍するトー
トバッグです。長財布と普段持ち歩く小物類が入
る容量があり、普段の買い物やお出かけに気軽に
使えるサイズ感です。※画像はイメージです。※
…

米国ポストマンが使用していたメールバッグを現
代でも使いやすくリデザインしたものです。当時
は歩いてメールを届けていました。当時のものは
比較的大きいものが多く現代には使いにくい一面
もあるのでディテールなどはイメージを残しつ…

［№５５６１－０１４４］バンナイズ大
人のための４ｗａｙワンショルダー…
60,000円

［№５５６１－０１４３］バンナイズダ
ブルファスナーウォレット
35,000円

［№５５６１－０１４２］バンナイズ簡
易ロック付き斜め掛けショルダーバ…
51,000円

ちょっと出かける時に丁度いいサイズで、斜めに
掛けても、肩から掛けても、使いやすくて実用的
なワンショルダーのバッグが欲しいと思ってもな
かなか丁度いいのが見つからない事が多いです。
だったら自分流で自分だけが使いやすく仕上げ…

本体にはダブルファスナーで開閉できる容量のあ
る2つの収納部があり、片方に紙幣、片方に小銭
と分けて収納でき、大きく開くファスナーで中身
も出し入れしやすい二つ折りの財布です。本体を
開くと内側には6つのカードポケットがあり、各
…

自転車やバイクに乗る時、街歩き、旅行などの時
サブバッグとしても使える大き過ぎず小さ過ぎな
い適度な容量を確保した斜め掛けショルダーバッ
グです。電車の中や人込み、海外旅行などの時、
背面から簡単に開けられないようにファスナー…
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［№５５６１－０１４１］バンナイズポ
ケット８個のポケポケトート
35,000円

［№５５６１－０１４０］バンナイズク
ロワッサンショルダー／Ｓ
42,000円

［№５５６１－０１３９］バンナイズク
ロワッサンショルダー／ＳＳ
26,000円

本体外側に大小合計8個のポケットが付いたポケ
ポケトート。トートバッグは基本的にポケットが
少なめですが、本体外側の8個あるポケットに、
普段持ち歩くケータイやデジカメなどのデジタル
ツールや財布、カギなどを使いやすい位置に収納
…

持ちやすくて、使いやすい容量充分なB5横型サイ
ズ。フロントにはファスナーポケットがあり、背
面には、それぞれ単行本が入るサイズに仕切った
ポケットがあります。身体に寄り添う安心感と心
地よさがあり、太めのショルダーとデニムの相…

ころんとかわいくちょこんと寄り添うクロワッサ
ンシルエットのショルダーバッグです。小さいな
がら、必要なものをコンパクトに収納でき、長財
布も収納できるサイズです。※画像はイメージで
す。※画像の収納物は、お届けする商品に含まれ
…

［№５５６１－０１３８］金曜日の金時
カレー４食入セット
10,000円

［№５５６１－０１３６］ベビースプー
ン２本セット
10,000円

［№５５６１－０１３５］カレースプー
ン
10,000円

海上自衛隊徳島航空基地開隊60周年を記念して、
徳島教育航空群から教育航空集団調理競技で優勝
したレシピの提供を受け、松茂町の振興に役立て
るためにレトルトカレーとして商品化しました。
名前の由来は、毎週金曜日にカレーを食べる習…

徳島県松茂町は、幸水や豊水をはじめとする梨の
一大産地です。甘くて美味しい梨を育てるために
栽培農家では、春の交配作業から摘果、収穫を終
えた後も木の剪定作業など一年間を通した作業を
繰り返し、丹精込めて大切に育てられています…

徳島県松茂町は、幸水や豊水をはじめとする梨の
一大産地です。甘くて美味しい梨を育てるために
栽培農家では、春の交配作業から摘果、収穫を終
えた後も木の剪定作業など一年間を通した作業を
繰り返し、丹精込めて大切に育てられています…

［№５５６１－０１３７］ベビースプー
ン３本セット
17,000円

［№５５６１－０１１０］コインと紙幣
の仕切り付きキーホルダー
16,000円

［№５５６１－０１１１］ポケット付き
ぬめ革キーケース
20,000円

徳島県松茂町は、幸水や豊水をはじめとする梨の
一大産地です。甘くて美味しい梨を育てるために
栽培農家では、春の交配作業から摘果、収穫を終
えた後も木の剪定作業など一年間を通した作業を
繰り返し、丹精込めて大切に育てられています…

カギをまとめるナス環にコンパクトな財布の機能
が付いたキーホルダーです。内側にコインと紙幣
を分けて収納できる仕切りが付いて、スナップボ
タンで開閉するタイプ。メインの財布とは別に、
いざという時のために持っておくと便利な紙幣…

本体素材に牛ぬめ革を使用したキーケースで、普
段持ち歩くキーと折り畳んだ紙幣をまとめて持ち
運ぶことができます。本体にはキーを取り付ける
ための2重環が3個、スモールバックルが2個付い
ています。自転車やバイクのキーなど小型の取…
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［№５５６１－０１１２］ぬめ革のパス
ポートケース／ストッパー付き
21,000円

［№５５６１－０１１３］ぬめ革のパス
ポート・紙幣用ケース／ストッパー…
26,000円

［№５５６１－０１１４］ぬめ革の通帳
ケース／ストッパー付き
22,000円

本体素材にぬめ革を使用したパスポートを収納す
るためのシンプルなケースです。ケース本体には
パスポートを1冊横向きに収納し、旅行時にバッ
グ内からスマートにパスポートを取り出せるパス
ポート専用サイズのレザーケースです。※画像は
…

本体素材にぬめ革を使用し、パスポートと紙幣を
収納するためのシンプルなケースです。ケース内
部には片側がフリーになった仕切りがあり、パス
ポートと紙幣を分けて収納できます。パスポート
と紙幣以外にもお札を分けて収納したり、日本…

本体素材にぬめ革を使用し、通帳を収納するため
のシンプルなケースです。本体には通帳を3冊程
度横向きに収納することができます。※画像はイ
メージです。事業者：株式会社バンナイズ

［№５５６１－０１１５］ベルトループ
付きスマートキーケース
10,000円

［№５５６１－０１１７］バッグに吊る
すペンホルダー
17,000円

［№５５６１－０１１８］ｉＱＯＳ、小
型の音楽プレーヤー用ジャバラ付き…
20,000円

車やバイクのキーとして主流になってきているス
マートキー。そんなスマートキーを収納し背面の
ループにベルトを通していつもウエスト周りに取
り付けておくことができる横型セミフラップタイ
プのキャリングケースです。※画像はイメージ…

本体には直径約10mm程度のペンを3本差すことが
可能で、底部分は塞がっているためクリップのな
いペンや鉛筆などを差しても抜け落ちることはあ
りません。付属のストッパー付きの紐の使い方に
決まりはありません。使いやすい位置の手提げ…

ファスナーケースから出し入れする時に入れる物
をケースから落としそうになってヒヤッとしたり
する事があります。手元での出し入れ時にはそれ
も少ないですが、ベルトに取付けて使う時など、
取り付ける位置によっては、確認しにくくて感…

［№５５６１－０１１９］メガネ２個収
納ケース
39,000円

［№５５６１－０１２０］ＦｒｅｅＦｒ
ｅｅＴｏｔｅ－３／タクティカルト…
37,000円

［№５５６１－０１２１］復刻版マタギ
バッグ『サブロー』／Ｌサイズ
60,000円

通常の眼鏡とサングラス、PC用メガネ、シニアグ
ラス、サングラスとサングラス、など、複数のメ
ガネをバッグに入れておく事って意外と多いと思
います。そんな時、別々にメガネケースに収納し
てバッグに入れて置くというのが通常のような…

自由度と遊び心満載「FreeFreeTote」バッグはや
っぱり実用品、物を入れる道具。この基本的な機
能を満たしておれば提げ方や持ち方に決まりはあ
りません。持ちやすいように、楽なように、取り
出しやすいように.........。色々な使用方法…

約15年ぐらい前に、徳島県の大手企業の会長がバ
ンナイズにバッグのオーダーメイドのためにおい
でになりました。その時に持参された見本が、猟
の時に『またぎ』が獲物入れに使うリュックのよ
うなバッグでした。ご本人も猟によく出かける…
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［№５５６１－０１２２］復刻版マタギ
バッグ『サブロー』／Ｍサイズ
57,000円

［№５５６１－０１２５］薄型ブリーフ
ケース／Ａ４
75,000円

［№５５６１－０１２６］薄型ブリーフ
ケース／Ａ４／４ＷＡＹ
83,000円

約15年ぐらい前に、徳島県の大手企業の会長がバ
ンナイズにバッグのオーダーメイドのためにおい
でになりました。その時に持参された見本が、猟
の時に『またぎ』が獲物入れに使うリュックのよ
うなバッグでした。ご本人も猟によく出かける…

打ち合わせや通勤など極力重いものを持ちたくな
場面で有効な、薄型でコンパクトなブリーフケー
スです。A4の書類やクリヤファイル、雑誌やA4サ
イズの封筒などが入るサイズのメイン収納部とフ
ロントポケットにはiPadやスマホ、ノートなど…

打ち合わせや通勤など極力重いものを持ちたくな
場面で有効な、薄型でコンパクトなブリーフケー
スです。A4の書類やクリヤファイル、雑誌やA4サ
イズの封筒などが入るサイズのメイン収納部とフ
ロントポケットにはiPadやスマホ、ノートなど…

［№５５６１－０１２７］大人のための
ショートフラップスクエアバックパ…
87,000円

［№５５６１－０１２８］トート＆バッ
クパック
63,000円

［№５５６１－０１３０］ファスナーペ
ンケース／スリムタイプ
10,000円

スクエア形状のショートフラップタイプで、本体
表素材にバリスティックナイロン、内側素材に8
号帆布を使用した耐久性のあるバックパック。本
体にはリュック用のタクティカルセパレートショ
ルダーが付属。タクティカルベルト部分は8箇所
…

本体上部の手提げ部分で持つとトートバッグに、
ショルダーで背負うとバックパックにもなるバッ
グ。本体を背負うためのショルダーは、背面のポ
ケットに収納しおくことができるため、トートバ
ッグとして持つ場合にショルダー部分が邪魔に…

味のある優しい手触りの帆布製のスリムなペンケ
ースです。ペンはもちろん、ハサミや修正テープ
なども取り出しやすい広い開口部。使っていくう
ちに味の出てくる帆布は、手触りの良さがクセに
なります。※画像はイメージです。※画像の収納
…

［№５５６１－０１３１］ファスナーペ
ンケース／ボックスタイプ
12,000円

［№５５６１－０１３２］ダブルファス
ナーペンケース
28,000円

［№５５６１－０１３３］帆布の巻きペ
ンケース／オープンタイプ
8,000円

使い込む程に良く馴染み味わいの増してくる8号
帆布を使用したボックスタイプのファスナーペン
ケースです。本体サイドには指を通すことができ
るループ状の紐が付いており、バッグなどから取
り出す際にも便利です。ボックスタイプは容量…

メインの収納部はダブルファスナー構造で、片方
にペンや鉛筆類、片方にはポストイットや修正ペ
ン、小型の電卓などをきっちり分けて収納でき、
出し入れしやすい二つ折りのペンケースです。大
きすぎず小さすぎないサイズは、かさ張りがち…

ひもでくるっと巻いてロール状で持ち運ぶタイプ
のペンケースです。万年筆やボールペン、シャー
ぺンや鉛筆、修正ペンなどサイズの違う筆記用具
を、好きな位置に収納し、細ければ細いなりに、
太ければ太いなりに容量に合わせてひもで巻い…
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［№５５６１－０１３４］デスクオント
レー兼薄型オープンペンケース
11,000円

［№５５６１－００９４］カジュアルデ
ニムトート／サイズＥ
43,000円

［№５５６１－００９５］リュックトー
ト
54,000円

いつも持っておきたいボールペンやシャーペン、
サインペンなどを持ち歩くのに適したスリムなペ
ンケースで、本体は、開口部のスナップボタン2
箇所と両サイドの面ファスナーで完全に開くこと
ができ、中身が全部見えて使うペンを直ぐ選ぶ…

カジュアルで、形が綺麗で、大容量！メンズにも
レディースにもおすすめです。お弁当や筆記用具
に小物類、ボトルにお菓子まで収納可能な容量で
す。開口部にはスナップボタンが付いているので
、パチンと留めることができて安心♪デニムと…

リュックとしてもトートバッグとしても、かわい
らしくラフに活躍するリュックトート。リュック
のベルトを背面側に引くと開口部を閉めることが
でき、緩めると開口部を大きく開くことができま
す。開口部を横に広げて開くとトートバッグに…

［№５５６１－００９６］ミニボストン
バッグ
39,000円

［№５５６１－００９７］ガーデントー
ト
31,000円

［№５５６１－００９８］帆布のクラシ
ックショルダートート
37,000円

カジュアルで自然になじむデニム素材のショルダ
ーバッグです。外側にポケットが全面背面療法に
あり、内ポケットも内部前後にあり、収納力も抜
群です！肩にかけやすい長めのショルダーで、持
ち運びもしやすくおしゃれな印象になるショル…

外側の本体前後には6箇所のポケットがあり、持
ち運ぶ小物を整理し、分けて収納することができ
ます。また、メイン収納部には、A4サイズのファ
イルや雑誌等を横向きに収納できる容量がありま
す。手提げの高さもあり、肩にかけて持ち運ぶ…

昔ながらの帆布製。ベーシックでクラシックでレ
トロなモノはやっぱり暖くて良いものです。現代
のようにデザイン性先行ではなくて、モノを入れ
る道具としての頑固なまでの基本的な機能性が先
行。帆布を切った時にカット面からほつれて来…

［№５５６１－００９９］帆布のクラシ
ックトート－Ａ
39,000円

［№５５６１－０１００］紙幣とカード
のコンパクト折り畳みウォレット
72,000円

［№５５６１－０１０１］カードと紙幣
の薄型ランチウォレット
28,000円

昔ながらの帆布製。ベーシックでクラシックでレ
トロなモノはやっぱり暖くて良いものです。現代
のようにデザイン性先行ではなくて、モノを入れ
る道具としての頑固なまでの基本的な機能性が先
行。帆布を切った時にカット面からほつれて来…

小銭は別に収納して、紙幣と必要なカード類をメ
インでコンパクトに持ち運ぶ折り畳みタイプのウ
ォレットです。内側のカード専用の収納部は横向
きに配置する事で、縦向きに配置した財布に比べ
てコンパクトになるようデザインし、合計6箇…

小銭は別に収納して、必要最低限の紙幣とカード
類をメインで持ち運ぶスリムなウォレットです。
片側にはカード専用の収納部が3箇所、片側には
紙幣やレシート収納用のフラットなポケットが付
いています。カード専用の収納部はスライドし…

このカタログに掲載されている情報は
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［№５５６１－０１０２］フォールディ
ングトップショルダー／Ｌ
61,000円

［№５５６１－０１０３］フォールディ
ングトップショルダー／Ｍ
54,000円

［№５５６１－０１０４］シンプルワー
キングベース＜ワイド＞
83,000円

シンプルでスリムなデザインで、必要なモノを収
納して出掛ける場合に丁度いいサイズのショルダ
ー。開口部には両側スライドのファスナーが付い
ており、中身を入れて上部は折り畳んだ状態で使
用します。本体フロント部分にはオープンタイ…

シンプルでスリムなデザインで、必要なモノを収
納して出掛ける場合に丁度いいサイズのショルダ
ー。開口部には両側スライドのファスナーが付い
ており、中身を入れて上部は折り畳んだ状態で使
用します。本体フロント部分にはオープンタイ…

日常のビオジネスシーンでも、出張でも、休日で
も、旅行でも、あらゆる場面で使えるスクエアタ
イプのバックパックです。メイン収納部にはA4サ
イズのファイルや書類などを収納するのに十分な
容量があり、背面側にはノートPCやタブレット…

［№５５６１－０１０６］備え的な折り
畳みサブバッグ
28,000円

［№５５６１－０１０７］備え的な折り
畳みサブバッグ＜紙袋サイズ＞
28,000円

［№５５６１－０１０８］大型シングル
バックルの多目的サブバッグ
47,000円

手のひらサイズぐらいに折り畳むことができるサ
ブバッグで、資料やおみやげなどで荷物が増えて
バッグに入らないなどの時のために備えておけば
活躍します。荷物が増えた時って、買い物でもら
った紙袋に入れたりする事が多いと思います。…

手のひらサイズぐらいに折り畳むことができるサ
ブバッグで、資料やおみやげなどで荷物が増えて
バッグに入らないなどの時のために備えておけば
活躍します。荷物が増えた時って、買い物でもら
った紙袋に入れたりする事が多いと思います。…

フロントの50mmの大型シングルバックルで簡単に
片手で開閉できるタイプのサブバッグ。コンパク
トなサイズながら襠幅が約50mm有り、長財布やiP
admini、大きめのスマホ、デジタルオーディオプ
レーヤー、イヤフォンなど普段持ち歩くアイテ…

［№５５６１－０１０９］カスタムバッ
グＡ１－２５０／ＳＦ－ＳＢ／ハイ…
94,000円

［№５５６１－００８４］オープンツー
ルバッグ／ＳＨＯＲＴ
35,000円

［№５５６１－００８５］オープンツー
ルバッグ／ＬＯＮＧ
39,000円

必要な持ち物や持ち方はそれぞれで100人いれば1
00通りの使い方があります。必要なポケットや使
い便利のいい収納、好みの収納位置、大きさなど
快適と感じる使い方も様々です。使う時の興味の
あるものやライフスタイルにより必要なモノも…

よく使う工具は、工具ボックスの中に寝かせて収
納するより、立ったままの方が断然使いやすくて
便利です。このオープンツールバッグはサイズの
違うポケットを裏表合計20個取り付けました。メ
イン収納部と合わせて21個の収納部分がありま…

よく使う工具は、工具ボックスの中に寝かせて収
納するより、立ったままの方が断然使いやすくて
便利です。このオープンツールバッグはサイズの
違うポケットを裏表合計28個取り付けました。メ
イン収納部と合わせて29個の収納部分がありま…
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［№５５６１－００８６］ＦｒｅｅＦｒ
ｅｅＢａｋｅｔｓｕＴｏｔｅ
34,000円

［№５５６１－００８７］ちょっと小ぶ
りなＦｒｅｅＦｒｅｅＴｏｔｅ
30,000円

［№５５６１－００８８］パラフィンミ
ニトート
20,000円

物を入れる道具として、たくさんのモノもザック
リ入れて持ち運べる強いトート、真円ボトム形状
のバケツトートを創作しました。入れるモノは自
由、トートをどう持つか、そんな決まりもありま
せん。使い方や入れる物は考えてみると色々あ…

使いやすいように、自由気ままに入れたいものを
サッと入れて、持ちたいように持つちょっと小ぶ
りなサイズのトートバッグを創作しました。バッ
グはやっぱり実用品、「FreeFreeTote」も自由に
物を持ち運ぶ実用品である以上、基本的な機能…

本体主材や手提げ部分など、全てに厚手の6号帆
布を使用したシンプルなトートバッグです。ちょ
っと外出時など必要なモノだけをサッと収納して
お出かけするにはコンパクトで丁度いいミニサイ
ズ。パラフィン加工を施した6号帆布は、強度と
…

［№５５６１－００８９］ＦｒｅｅＦｒ
ｅｅＴｏｔｅ－２／ハイブリッド
39,000円

［№５５６１－００９０］ハイブリッド
トート／２８０
41,000円

［№５５６１－００９１］トップガード
付きＷアクセストート
70,000円

『FreeFreeTote』自由度と遊び心満載「FreeFree
Tote」。バッグはやっぱり実用品、物を入れる道
具。この基本的な機能を満たしておれば提げ方や
持ち方に決まりはありません。持ちやすいように
、楽なように、取り出しやすいように........…

本体素材には、使い込む程に良く馴染み、味わい
が増してくる6号帆布（パラフィン加工）を使用
し、底部分には、米国で防弾ベストの表素材や軍
用にも使用されているバリスティックナイロンを
使用したハイブリッドタイプのトートバッグ。…

容量と耐久性があり機能的に使えるトートバッグ
です。本体トップ部分にはスナップボタンで簡単
に固定できるトップガードが付いており、必要に
応じて開口部を覆うことができ、大きな荷物も出
し入れもしやすい設計になっています。また、…

［№５５６１－００９２］帆布のワイド
ストライプトート
61,000円

［№５５６１－００９３］ランラントー
ト／Ｓ
21,000円

［№５５６１－００７９］備え的な折り
畳みサブバッグ＜紙袋サイズ＞ショ…
27,000円

本体素材に8号帆布を使用したトートバッグで、
表部分に単色の帆布を組み合わせてストライプ柄
にデザインしています。本体内の前面側には3つ
に仕切った収納部、背面側にはオープンタイプの
ポケットを装備。前面側の3つに仕切った収納部
…

開口部を折りたたんで閉じるタイプのかわいいラ
ンチトートです。底部分は広めの襠で、ランチBO
Xのほかにボトルやお菓子も収納可能です。また
、丸型のお弁当箱や、マイボトルも同時に持ち運
ぶことができます。カラーバリエーションもカ…

手のひらサイズぐらいに折り畳むことができるサ
ブバッグで、資料やおみやげなどで荷物が増えて
バッグに入らないなどの時のために備えておけば
活躍します。荷物が増えた時って、買い物でもら
った紙袋に入れたりする事が多いと思います。…

このカタログに掲載されている情報は
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［№５５６１－００８０］ビンテージオ
イルレザーのパスケース
17,000円

［№５５６１－００８１］ビンテージオ
イルレザーのコンパクト両面カード…
17,000円

［№５５６１－００８２］備え的な折り
畳みサブバッグ＜ワイド＞
28,000円

普段使用する電車やバスなど交通系のパスやICカ
ードなど、付属のストラップで繋いでおいて必要
な時にサッと取り出す事ができるパスケースです
。本体にはショートタイプとロングタイプのスト
ラップが付属しており、例えば収納した場所か…

先日渋谷店頭に立っておりましたが、海外の方が
支払い時にサッとカードケースだけをポケットか
ら取り出しスマートにカードで支払う姿は非常に
かっこ良く、キャッシュレス化が進む今は、交通
系や支払い用のカードを数枚持っていれば事足…

手のひらサイズぐらいに折り畳むことができるサ
ブバッグで、資料やおみやげなどで荷物が増えて
バッグに入らないなどの時のために備えておけば
活躍します。荷物が増えた時って、買い物でもら
った紙袋に入れたりする事が多いと思います。…

［№５５６１－００８３］働くｉＰａｄ
ｍｉｎｉ用ケース／フラット
35,000円

［№５５６１－００４７］ｉＰｈｏｎｅ
ＸＳＭａｘ用薄型キャリングケース
20,000円

［№５５６１－００４８］ｉＰｈｏｎｅ
ＸＳ／ｉＰｈｏｎｅＸ用薄型キャリ…
20,000円

プライベートだけでなく、様々なビジネスシーン
でも使用されているiPad。そんなiPadですが、mi
niサイズでも中々スマホの様にサッとポケットに
入れて移動したり、次の仕事をこなすのは実際難
しかったりします。またiPadを手に持ったまま…

ハードケースやシリコンケースを装着したままで
も収納できる、iPhoneXSMax用の縦型キャリング
ケースです。ケース両サイドはオープンになり面
ファスナー（ベルクロ）で固定する仕様で、ハー
ドケースやシリコンケースなどを装着して少し…

iPhoneXSやiPhoneXに薄めのハードケースやTPU素
材のケースを取り付けたまま縦向きに収納できる
キャリングケースです。ケース本体は、カバーを
取り付けた状態でも端末を出し入れしやすいよう
4箇所のベルクロ付きサイドベルトでケース本…

［№５５６１－００４９］オールインワ
ンＬ型ファスナーロングウォレット
94,000円

［№５５６１－００５０］スティック型
コインケース
15,000円

［№５５６１－００５１］大人なレザー
ペンケース
20,000円

L型ファスナーで使いやすく14箇所のポケット付
き、多くのカード、紙幣、小銭やレシートなどを
機能的に収納できるオールインワンのロングウォ
レット。本体内の片側に10箇所のカード収納用ポ
ケット、片側に紙幣収納用のポケットとカード…

細くてポケットの中でも邪魔にならず大きく開い
て小銭が取り出しやすい。見た目より収納力があ
ります。※画像はイメージです。※画像の収納物
は、お届けする商品に含まれておりません。※お
届けまでに約1ヶ月程度かかります。※カラーの
種…

時代と共にステーショナリーが進化しています。
存在するだけでカッコよかったり、持っているだ
けで心が満たされたり、可愛かったり。いつも持
っていたい魅力的な小物が市場には溢れています
。そしてモノって使い方や使う人によってそれ…
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［№５５６１－００５２］ビンテージ感
のサブバッグ
45,000円

［№５５６１－００５３］モバイルポー
チ
25,000円

［№５５６１－００５４］胸ポケットに
入るオールインワンランチ財布
46,000円

使い込んだ感じを少し再現した柔らかいビンテー
ジオイルレザーを使ったベルトに取付けるサブバ
ッグです。この革の加工は、買ったばかりのスニ
ーカーやジーンズを初めて使う時に少し使用感を
出すのと良く似ています。新品の時からその少…

カッコいい革のシンプルで大人っぽいモバイルポ
ーチが欲しい。普段のモバイル系の必需品たとえ
ば、予備バッテリー、ライトニングやマイクロUS
B、USB-C端子のケーブル、コンセントから使うモ
バイル充電器、イヤフォンやリケーブル、iQOS…

胸ポケットに入るランチ財布で紙幣、カード、コ
インのオールインワンウォレット。本体素材には
ビンテージオイルシュリンクレザーを使用。ビン
テージオイルシュリンクレザーは、革にオイルを
染み込ませ、しわのある所はそのしわの感じを…

［№５５６１－００５５］ハンドルカバ
ーとハンドルカバーホルダー
10,000円

［№５５６１－００５７］３部屋構造の
ワイドオープンウォレット
34,000円

［№５５６１－００５８］ビンテージオ
イルレザーの薄型名刺ケース
25,000円

コンビニなどで買い物をした時に入れてくれるビ
ニール袋やショッピング後の紙袋などを提げて長
時間移動すると、袋の細い手提げの部分が手の平
に食い込んで痛くて何度も持ち替えるという経験
は少なからずあると思います。長時間の移動の…

ボックス型で開口部が大きく開くカードケース付
きコインケースです。手のひらに収まるコンパク
トなサイズながらコインの収納力と、コインの取
り出しやすさや扱いやすさは抜群です。更に、本
体正面の左右に斜めステッチを入れることでコ…

大量の名刺が入って収納力のある名刺ケースも使
う場面や仕事の内容によっては必要だと思います
。あまり多くの名刺は入らくてもスペースをとら
ずいつもスーツの胸ポケットに忍ばせておく、革
の素材感が魅力的な薄型の名刺ケースなどは格…

［№５５６１－００５９］ビンテージオ
イルレザーの名刺＆カードケース／…
25,000円

［№５５６１－００６０］カードケース
付きＢＯＸ型コインケース
25,000円

［№５５６１－００６１］３部屋構造の
ワイドオープンウォレット／ワイド…
35,000円

ボックス型で開口部が大きく開くカードケース付
きコインケースです。手のひらに収まるコンパク
トなサイズながらコインの収納力と、コインの取
り出しやすさや扱いやすさは抜群です。更に、本
体正面の左右に斜めステッチを入れることでコ…

ボックス型で開口部が大きく開くカードケース付
きコインケースです。手のひらに収まるコンパク
トなサイズながらコインの収納力と、コインの取
り出しやすさや扱いやすさは抜群です。更に、本
体正面の左右に斜めステッチを入れることでコ…

コインとカード、折り畳んだ紙幣が入りやすいよ
うに3部屋構造にしました。普段使いやランチな
どにはコンパクトで嵩張らず丁度いいサイズ感だ
と思います。コインケースは大きく開いた方が使
いやすい。ICカードやiPhoneなどが便利になっ…
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［№５５６１－００６２］手の平サイズ
のオールインワンＬ型ファスナーウ…
40,000円

［№５５６１－００６３］ｉＰｈｏｎｅ
ＸＲ用薄型キャリングケース／コン…
20,000円

［№５５６１－００６４］アタッチメン
トループ付きドラムボストン／Ｍ
63,000円

コインとカード、折り畳んだ紙幣が入りやすいよ
うに3部屋構造にしました。普段使いやランチな
どにはコンパクトで嵩張らず丁度いいサイズ感だ
と思います。コインケースは大きく開いた方が使
いやすい。ICカードやiPhoneなどが便利になっ…

ハードケースやTPU製のケースなどを装着したま
までも収納できる、iPhoneXR用の縦型キャリング
ケースです。ケース両サイドはオープンになり面
ファスナー（ベルクロ）で固定する仕様で、ハー
ドケースやTPU製のケースなどを装着して少し厚
…

街歩きや自転車、バイク、旅行のサブバッグなど
普段使いで最適なサイズのドラム型ボストンバッ
グです。このボストンバッグには、左右前後に合
計24箇所のアタッチメントループが取り付けてあ
り、付属のストッパー付きの紐などを使って様…

［№５５６１－００６８］Ｗファスナー
＆ＷジップトップＴｏｔｅ＆Ｂａｃ…
81,000円

［№５５６１－００６９］ちょっとミリ
タリーな感じのバッグ／Ｔｙｐｅ－…
92,000円

［№５５６１－００７０］ちょっとミリ
タリーな感じのバッグ／Ｔｙｐｅ－…
80,000円

本格的に背負えるトートバッグ。トートバッグの
機能性とバックパックの機動力や機能性を合わせ
たタイプで、ファスナーを多用することにより安
全で確実な収納と使いやすさがあります。Wジッ
プトップは、上部開口部にもWファスナーがつい
…

帆布のバッグはザクッと入れてラフに使う方がカ
ッコいい、ちょっとミリタリーな感じの帆布製の
バッグです。本体サイズA4サイズのファイルや書
類を横向きに収納できる容量があります。本体ベ
ース部分の素材には6号帆布（パラフィン加工…

帆布のバッグはザクッと入れてラフに使う方がカ
ッコいい、ちょっとミリタリーな感じの帆布製の
バッグです。本体サイズはB5サイズのリングノー
トなどを横向きに収納できる容量があります。本
体ベース部分の素材には6号帆布（パラフィン…

［№５５６１－００７１］ＦｒｅｅＦｒ
ｅｅＴｏｔｅ－６
35,000円

［№５５６１－００４６］「松茂係長」
ぬいぐるみ＆エコバック
10,000円

［№５５６１－００２８］ＦｒｅｅＦｒ
ｅｅＳｈｏｕｌｄｅｒ
34,000円

自由度と遊び心満載、FreeFreeTote。このリュッ
ク＆トートはリュックのショルダー部分を引くだ
けのワンアクションで蓋が閉まり背負う事もでき
るリュックとトートの良い所を併せたようなバッ
グです。そして正面はタクティカルベルトを縦…

松茂町のマスコットキャラクター「松茂係長」の
ぬいぐるみとエコバックのセットです！※画像は
イメージです。事業者：松茂町役場

中身を一杯入れた時は画像のように丸い感じ。中
身が少ない時はクタッとしたラフな感じ。入れる
物や容量によって表情が変わります。クタッとし
たりピンと張ったり、中身によって色々な表情を
する可愛い奴です。バッグのしわや形は気にし…
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［№５５６１－００２９］ちょっとミリ
タリーな感じの帆布のバックパック
80,000円

［№５５６１－００３０］４ｗａｙワン
ショルダー／Ｔｙｐｅ－Ｅ／Ｗワイ…
74,000円

［№５５６１－００３１］使いやすさと
安心感のある斜め掛けショルダー
74,000円

帆布のバッグはザクッと入れてラフに使う方がカ
ッコいい、ちょっとミリタリーな帆布のバッグパ
ック／Type-Aです。本体背面にはリュック用の50
mm幅のベルトを取り付けるD環、オープンタイプ
のポケット、縦向きにバッグを持つためのハン…

ちょっと出かける時に丁度いいサイズで、iPadPr
oやA4サイズのファイルぐらいが入るコンパクト
なA4サイズです。斜めに掛けても、肩から掛けて
も、使いやすくて実用的なワンショルダーのバッ
グが欲しいと思ってもなかなか丁度いいのが見…

必要に応じて簡易ロックできるフラップタイプの
フロントポケットと、安心感のあるファスナータ
イプのフロントポケットのツインポケットをフロ
ントに備え、シーンに合わせて斜めに掛けても、
肩から掛けても、ウエストバッグにしても、ワ…

［№５５６１－００３２］トリプルフロ
ントポケットのスクエアバックパック
114,000円

［№５５６１－００３３］薄型ライトシ
ョルダー
38,000円

［№５５６１－００３５］大人のワーキ
ングベース／スリム
90,000円

日常の仕事でも、出張などでも、休日でも、旅行
でも、あらゆる場面で使えるスクエアタイプのバ
ックパックです。本体フロント部分には折り畳み
傘を縦向きに収納しておくことができる縦向きの
ポケットと、サイフやスマホなど使用頻度の高…

財布やスマホ、カギなど外出時に必要なモノをサ
ッと収納して持ち運ぶことを想定しデザインした
襠の薄いスリムなタイプのショルダーバッグです
。本体メイン収納部のファスナーは両側スライド
で大きく開き、長財布やiPadminiなど7インチ…

スーツにリュックというとカジュアルな印象も少
なからずありそうです。しかし様々な仕事のスタ
イルや、仕事への取り組み方、仕事内容や環境、
個々の考え方と価値観などが多様な以上、スーツ
にリュックがどうとか、リュックはカジュアル…

［№５５６１－００３６］縦横４ｗａｙ
ブリーフケース
80,000円

［№５５６１－００３７］サクッとショ
ルダー
34,000円

［№５５６１－００４４］こだわり４種
のパウダーセット
10,000円

打合せに行く時は手提げかショルダーで。歩く距
離が長い時は背負って手ぶらで。荷物や書類、PC
やタブレットなどを持って長い距離を歩くのはそ
れだけで疲れてしまう事があります。手ぶらで楽
に移動したいと思ったり、手提げタイプでキチ…

バッと入れてサクッと出掛ける。シンプルなデザ
インのサブバッグです。収納方法などを考えずと
にかく必要なもの、（例えば財布とスマホとキー
、予備バッテリーなど）を適当に入れて気軽に出
掛ける、そんな気分の時にはパッと使えて便利…

おいしさがギュッと詰まったパウダー商品のセッ
トです。いつものお料理にひと足しすると、旨み
がふわっと広がります。新鮮な材料を使用したパ
ウダーを是非ご賞味下さい。※画像はイメージで
す。※離島はお届けできません。事業者：株式会
…
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［№５５６１－００４５］こだわりれん
こんづくしセット
10,000円

［№５５６１－００３９］ハレルヤ金長
まんじゅう２０個入
10,000円

［№５５６１－００４０］いちもり農園
セレクトセット
10,000円

れんこん加工メーカーの作った徳島産蓮根を使用
したこだわり商品の詰め合わせです。様々なれん
こんの味わいをお楽しみ下さい。※画像はイメー
ジです。※離島はお届けできません。事業者：株
式会社マルハ物産

チョコ風味の生地で、手芒豆を使用した自社製の
白あんを包みました。ほろ苦くコクのある皮と、
あっさりした白あんの調和の取れた徳島銘菓です
。阿波狸合戦に登場する金長狸に名誉を讃え、19
37年に謹製された金長まんじゅう。茶色い皮と…

「れんこんドレッシング」松茂町のレンコン、国
内産玉葱・人参・すだちなど野菜が沢山入ってい
るドレッシング、特にレンコンのシャキシャキ感
が新鮮です。「うちの畑の梨のジャム」「ほんま
手づくり梨ゼリー」太陽の恵みをたっぷり浴び…

［№５５６１－００４１］いちもり農園
よくばりセット
10,000円

［№５５６１－００４２］いちもり農園
梨ざんまいセット
10,000円

［№５５６１－００４３］［松茂係長」
Ｔシャツ・トートバックセット
10,000円

「れんこんドレッシング」松茂町のレンコン、国
内産玉葱・人参・すだちなど野菜が沢山入ってい
るドレッシング、特にレンコンのシャキシャキ感
が新鮮です。「なしドレッシング」当園の梨をふ
んだんに使った梨ドレッシング、豆乳・チーズ…

「なしドレッシング」当園の梨をふんだんに使っ
た梨ドレッシング、豆乳・チーズなどが入ってヘ
ルシーな味、パスタソース・タルタルソース・マ
ヨネーズと和えてサラダにも合います。「うちの
畑の梨のジャム」「ほんま手づくり梨ゼリー」…

松茂町のマスコットキャラクター「松茂係長」が
、オシャレに印刷されたTシャツとトートバック
のセットです。これを身につけて歩けば人目をひ
くことまちがいなし！Tシャツはふるさと納税で
しか手に入れることができない貴重なグッズとな
…

［№５５６１－００１５］ＦｒｅｅＦｒ
ｅｅＴｏｔｅ
37,000円

［№５５６１－００１６］３０１／３ｗ
ａｙショルダー／ワイド
93,000円

［№５５６１－００１７］スクエアポケ
ポケトート／Ａ４
38,000円

自由度と遊び心満載「FreeFreeTote」バッグはや
っぱり実用品、物を入れる道具。この基本的な機
能を満たしておれば提げ方や持ち方に決まりはあ
りません。持ちやすいように、楽なように、取り
出しやすいように…。色々な使用方法や価値観…

A4サイズが最大サイズだった「301/3WAYショルダ
ー/A4」をサイズアップし、2～3日程度の小旅行
や海外旅行、キャンプ用品や防災グッズ、厚みの
ある大きいサイズの専門書や参考書など、大容量
化したサイズの「301/3WAYショルダー/ワイド」
…

本体内側に4つの仕切り、本体外側に大小8個のポ
ケットが付いて、持ち歩く物を使い勝手いいよう
機能的に収納できるトートバッグ。本体内部には
4つの仕切りがあり、収納する物に合わせて内部
仕切って機能的に収めることができます。また…

このカタログに掲載されている情報は

2021 年 10 月 01 日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。 powered by ふるさとチョイス

徳島県

松茂町

ふるさと納税お礼の品一覧

［№５５６１－００１８］ワンショルダ
ー／フルオープン＆Ｗフラップポケ…
74,000円

［№５５６１－００２０］ダッフルバッ
グ／５４０
65,000円

［№５５６１－００２１］バンナイズ的
ボストン
102,000円

斜めに掛けても肩掛けにしても丁度いいサイズで
、使いやすく実用的なワンショルダーです。本体
フロントはフラップ付きの襠付きポケットが上下
に２つ付いたWフラップポケット仕様で、各フロ
ントポケット上部のループ部分にはスナップボ…

ウォッシュ加工を施した素材を使用しラフな感じ
で斜掛けにできる容量のあるドラム型ダッフルバ
ッグです。本体フロント部分には縦向きのハンド
ルとファスナーポケットを装備。一時的に横向き
に持ち運ぶ場合にも便利です。フロントのファ…

放り投げてもガンガン使っても大丈夫！耐久性が
あって機能的で大容量のバンナイズ的ボストンで
す。スナップボタンで着脱でき、肩掛けで使うこ
ともできる長めのハンドルが2本、ぬめ革製のハ
ンドルカバーが1個付属しています。本体前後両
…

［№５５６１－００２２］ＦｒｅｅＦｒ
ｅｅショルダートート
40,000円

［№５５６１－００２３］斜め掛けファ
スナーポーチ
38,000円

［№５５６１－００２４］サコッシュ／
２６０
30,000円

二つに折っても機能的で使いやすいファスナー付
き。二つ折りにしてもトートにしてもかっこいい
自由感。本体上部をファスナーと反対側に折った
状態で持ち運ぶと、二つに折った状態でも両側に
スライドするファスナーを開いてメイン収納部…

２世代前ぐらい前から比べるとスマートフォンも
進化し、画面も大きくなりました。もうこれ以上
は大きくならないで欲しいと密かに期待してます
。持ち運ぶためのツールも２世代ぐらい前なら小
さくても十分対応出来ましたが、今では大きく…

サコッシュとは自転車のロードレース時に使用さ
れているドリンクなどの必要最低限の物が入るバ
ッグです。レースの時に補給用の物資などを入れ
るためのバッグで、シンプルかつ機能的な事が評
価され、最近では街中でもよく見かけるように…

［№５５６１－００２５］３ｗａｙビジ
ネストート＜標準サイズ＞
80,000円

［№５５６１－００２６］サコッシュプ
ラス
40,000円

［№５５６１－００２７］サコッシュプ
ラス／ロング
50,000円

トートバッグを使いこなしたらオシャレだと思い
続けてきました。年代と共に持つ物や好みも変わ
ってきます。トートバッグの使いこなしは本当に
難しいと感じています。バッグの方から個性に向
かい合ってくれるようなデザインもあるのでは…

サコッシュとは自転車のロードレース時に使用さ
れているドリンクなどの必要最低限の物が入るバ
ッグです。レースの時に補給用の物資などを入れ
るためのバッグで、シンプルかつ機能的な事が評
価され、最近では街中でもよく見かけるように…

サコッシュのようにシンプルな本体デザインはど
んなスタイルにも合わせる事ができ、使う場所や
服を選ばずコーディネイトできます。外観はシン
プル！しかし収納力と収納性はしっかり備えてい
ます。必要なものを全部収納、このバッグはと…
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［№５５６１－００１４］ちりめんじゃ
こ５００ｇ
17,000円

［№５５６１－０００８］松茂係長芋ど
ら焼・芋ようかん詰め合わせ
10,000円

［№５５６１－０００９］さをり織りス
トール１格子柄（ブルー）
10,000円

三代目網本親方が鮮度にこだわった“ちりめんじ
ゃこ”。うまみと栄養がぎゅっと凝縮され、ごは
んのお供に最高の一品です。小さなお子様からお
年寄りまで、おいしくいただけます。ぜひご賞味
くださいませ！※写真提供：(株)バードデザイン
…

どら焼きといえば、小豆あん、つぶあんが多い中
、松茂町の特産品「松茂美人の芋」を使って作り
ました。アクセントにミルクバターをはさんでま
ろやかな味に仕上げています。皆様から大変好評
をいただいております。金時かんは芋100％を…

何もかもを自由にした独自の手織り手法、さをり
織り。細かな決まりや手本がなく、利用者はその
日の気分で好きな色の糸を選んで思うままに織っ
ていきます。障害を持った人たちのさをり織りに
込めた思いや自己表現が届けば幸いです。※画…

［№５５６１－００１１］さをり織りス
トール３格子柄（黄）
10,000円

［№５５６１－００１３］さをり織りス
トール５フレンドリーカラー
10,000円

［№５５６１－０００１］さつまいも（
鳴門金時）松茂美人５ｋｇ
13,000円

何もかもを自由にした独自の手織り手法、さをり
織り。細かな決まりや手本がなく、利用者はその
日の気分で好きな色の糸を選んで思うままに織っ
ていきます。障害を持った人たちのさをり織りに
込めた思いや自己表現が届けば幸いです。※画…

何もかもを自由にした独自の手織り手法、さをり
織り。細かな決まりや手本がなく、利用者はその
日の気分で好きな色の糸を選んで思うままに織っ
ていきます。障害を持った人たちのさをり織りに
込めた思いや自己表現が届けば幸いです。※画…

松茂の特産品として全国的に知られる“なると金
時”は、外皮が鮮やかな紅色をしていて、水分は
少なく、肉質は粉質で、独特の甘さとまろやかな
味は一級品です。特に松茂産のなると金時は、味
・色・姿も良く「松茂美人」という名前で全国に
…

［№５５６１－０００２］松茂町産蓮根
５ｋｇ
18,000円

［№５５６１－０００３］松茂町産土付
き蓮根４ｋｇ
15,000円

［№５５６１－０００４］焼酎（芋焼酎
）
10,000円

松茂の土壌は通気性が良く、それが色白の歯触り
のよい蓮根を育み、シャキシャキ、ホクホクなの
が特徴です。※写真提供：(株)バードデザインハ
ウス※画像はイメージです。※年内配送は12月上
旬まで、年明けの出荷は1月中旬以降となります
。…

松茂の土壌は通気性が良く、それが色白の歯触り
のよい蓮根を育み、シャキシャキ、ホクホクなの
が特徴です。※写真提供：(株)バードデザインハ
ウス※画像はイメージです。※年内配送は12月中
旬まで、年明けの出荷は1月中旬以降となります
。…

徳島県、吉野川の水とミネラルたっぷりの海砂で
手塩にかけて育てられた鮮やかな紅色のさつまい
も“鳴門金時(松茂美人)”を100%使用した焼酎で
す。風味と品のある甘さが特徴。深い味わいをお
楽しみください。※画像はイメージです。※未成
年…
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［№５５６１－０００５］松茂町産梨（
阿波おど梨）５ｋｇ
12,000円

［№５５６１－０００６］長原産乾のり

徳島の夏の果物といえば、まず梨が挙げられます
。松茂町で栽培される梨は「幸水梨」と「豊水梨
」です。消費者に好まれる梨づくりを考えて大切
に育まれた梨は、7月下旬から9月上旬頃に主に京
阪神に出荷されます。【お届け予定】以下スケ…

清流吉野川が流れ込む、徳島近海の栄養豊富な漁
場で育まれ、12月～3月ごろに収穫された、上質
で風味豊かな海苔です。※写真提供：(株)バード
デザインハウス※画像はイメージです。事業者：
長原漁業協同組合
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