
笑顔があふれる松茂町

カタログ有効期限／2022年3月末　カタログコード5561

松茂町長 吉田 直人 

ふるさと納税 
お礼の品カタログ

徳島県の北東部に位置する松茂町。「徳島阿波おどり空港」や「徳島とくとくターミナル（高速バスターミナ
ル）」、「松茂スマートIC」があり、交通の要衝として賑わっています。松茂町の自慢はアクセスの良さだけで
はありません。吉野川の三角州であり、川と海に囲まれたこの町には、ここの土地だからこそ育つ、品質に優れ
たおいしい農産物や海産物、加工品がたくさんあるのです。また、松茂町は工業団地を有しており、モノづく
りが盛んなまちでもあります。その中でも、松茂町内の工場でしか作成していない商品をふるさと納税のライン
ナップに加え、大きく注目を集めています。松茂町が誇る品々をぜひご堪能下さい。

ふるさと納税 感謝特典制度のご案内

寄附の申込み、
使途に関するお問合せ

お礼の品に関するお問合せ

松茂町役場　総務課　
TEL.088-699-8710  FAX.088-699-6010  メールアドレス soumu@town.matsushige.tokushima.jp

ふるさと納税商品お問合せセンター
TEL.0120-977-050 （営業時間／9:30〜18:00　土・日・祝・12/29〜1/3休み）

注意事項
●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後2週間〜１ヶ月でのお届けを予定しております。 ●のし・包装・名入れのご希望は承っておりませ
ん。 ●お申込み後の「お礼の品」の変更は出来ませんので、ご了承ください。 ●返礼品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、
破損・不良品の場合は速やかに対応させていただきます。 ●季節品等はお届け情報をご確認ください。 ●ご注文の状況によっては、一時的に品切れが
発生する場合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。 ●メーカーの都合により
仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。 ●カタログ掲載品は印刷再現上、色調が実物と異なる場合があります。 ●写真はすべてイ
メージです。小物類は返礼品に含まれません。 ●返礼品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、メーカーや施設の都合など、
やむを得ない事情により内容変更や取扱いを中止する場合がございます。 ●返礼品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

ふるさと納税の使いみち 申込書に寄附金の使途を選択してください。

①安全で生活便利な
まちづくり

⑤みんないきいき
文化・スポーツ交流の

まちづくり

②子育て支援・教育重視の
まちづくり

⑥水と緑に包まれた人にやさしい
まちづくり

③生涯安心 健康福祉の
まちづくり

⑦自治体におまかせ

④多様な産業・元気な産業の
まちづくり

徳島県 松茂町徳島県 松茂町

1万円以上のご寄附をいただいた皆様に。
1万円以上ご寄附をされた方にお好きなお礼の品を１品差し上げます。

※年度内、何回でもご利用いただけます。

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税サイトか
らお申込み、またはカ
タログの別紙「申込
書」をお送りください。

ご指定いただいた入
金方法をお選びいた
だき、ご入金をお願い
いたします。

「お礼の品」を選ぶ 「お礼の品」が届く

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

（※2）

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要で
す。紛失されないようご注意ください。「寄附金受領証明
書」は寄附者の氏名で発行します。再発行や発行後
の氏名変更はできませんのでご注意ください。 

※2：確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税先
団体（自治体）に「申告特例申請書」を提出いただくこと
で、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。但
し年間5自治体以内への寄附に限ります。

※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分
について、個人住民税所得割の約2割を上限として税
額控除されます。詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサ
イトでご確認ください。

①所得税・住民税で控除
 ②住民税で控除（※3）

カタログ以外にも魅力の品を取り揃えたホームページもご覧ください。
ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/city/product/36401
楽天ふるさと納税 https://www.rakuten.co.jp/f364011-matsushige/
松のこころ https://www.matsunokokoro.jp/ ふるさとチョイス 楽天ふるさと納税 松のこころ

入金方法
ホームページの ふるさと納税サイト からお申込後、
クレジット決済画面から ご決済をお願いいたします。

払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から起算して7日程度でお届けします。
最寄りの郵便局からお振込みください。

阿波銀行 松茂支店 （普通） 口座番号 0950464　口座名 マツシゲチョウ

徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地
松茂町役場 総務課 窓口にてお支払いください。

クレジットカード 手数料無料

手数料無料

手数料はご負担ください。

―

納付書

銀行振込

自治体窓口



2●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。1

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。

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。

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。

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。

焼酎(芋焼酎)
●大津松茂農業協同組合 ●720ml(35度)×1本

こだわりれんこんづくしセット
●株式会社マルハ物産 ●徳島産れんこんパウダー100g 1p ●徳島
産乾燥れんこんスライス30g 3p ●とくしま野菜カレー 1箱 ●徳島産
焙煎れんこん茶2g×12 1p 計5p＋1箱 ※離島はお届けできません。

こだわり4種のパウダーセット
●株式会社マルハ物産 ●徳島産れんこんパウダー100g ●旨
みまるごとしいたけパウダー50g ●発酵茶葉の香り阿波晩茶パウ
ダー50g ●イヌリン豊富なきくいもパウダー80g 各1ｐ、計4ｐ
※離島はお届けできません。

長原産 乾のり
●長原漁業協同組合 ●乾のり 全型100枚
※写真提供：(株)バードデザインハウス

さつまいも（鳴門金時）
松茂美人 5kg
●大津松茂農業協同組合 ●さつまいも（鳴門金
時）松茂美人5kg ※毎年４月から１０月のお届けして
います（２月中旬まで受付）
※写真提供：(株)バードデザインハウス

商品番号 5561-0004

商品番号 5561-0044

商品番号 5561-0006

商品番号 5561-0001
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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
全国に送り出されています。

松茂町マスコットキャラクター
「松茂係長」

ホクホクの
やさしい甘さに
心もほっこり　

ぜひ皆さんにも食べて
もらいたいしげ〜！

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。

松茂町産 蓮根 5kg
●大津松茂農業協同組合 ●約5Kg
※毎年９月中旬から２月下旬にお届けしてい
ます（２月中旬まで受付）

松茂町産 土付き蓮根 4kg
●大津松茂農業協同組合 ●土付き 約4kg
※毎年９月上旬から３月下旬にお届けしています

（３月中旬まで受付）

商品番号 5561-0002

商品番号 5561-0045

商品番号 5561-0003

松
茂
町
産

蓮
根

1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

寄附金額

1万5千円〜

長
原
産の

り

※写真提供：（株）バードデザインハウス
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1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

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。

1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

松
茂
町
産

梨

松茂町産
梨（阿波おど梨）5kg
●大津松茂農業協同組合 ●約5kg
※出荷時期になりましたら、別途メールに
てお届けについてのご案内をさせていただ
きます。※天候や収穫状況によりお届け
が遅れることがあります。万が一手配がで
きないときは別途ご連絡させていただく場
合がございます。※賞味期間：常温5日
※写真提供：(株)バードデザインハウス

商品番号 5561-0005

「れんこんドレッシング」松茂町のレンコン、国内産玉
ねぎ・すだちなど野菜たっぷり。れんこんのシャキシャ
キ感が新鮮な味わい。「なしドレッシング」無添加でお
子さまにも安心。「うちの畑の梨のジャム」「ほんま手
づくり梨ゼリー」ミネラル豊富なきび糖を使用。

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！

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慣のある海上自
衛隊と、町の特産物である「なると金時」をふんだんに
使っていることからきています。なると金時の甘みとカ
レーのスパイシーなハーモニーを是非ご賞味ください。

「なしドレッシング」梨をふんだんに使った梨ドレッシン
グ。豆乳・チーズなどが入ったヘルシーな味。「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
みをたっぷり浴びて育った梨を使ったジャムとゼリーは
きび糖入り。体にも優しい一品です。

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。

サンスター自社工場(徳島 松茂町）で1本ずつ手作りし
た、名前入りのオリジナルデザインハブラシ。6種類の動
物をガム・デンタルブラシこども#76（乳歯期用）にデザ
インしました。名前や動物はシールではなく印刷なので剥
がれる心配がなくとっても衛生的。かわいい動物と一緒
に自分だけのMYハブラシで毎日楽しくハミガキができる
ので、ハミガキ嫌いなお子様もきっとハミガキ大好きに！
保育園や幼稚園でのハミガキタイムにぴったりです。

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
る金長狸の名誉を讃え、1937年に謹製された金長まん
じゅう。茶色い皮と、白あんでたぬきの体を模しています。

梨の一大産地である松茂町の「梨の木のスプー
ン」。離乳食用におすすめのスプーンで、赤ちゃんの
口に優しく運びやすいようにスプーンの皿部分の幅
を小さく作っているので、無理なく安心して使用できま
す。ふるさと松茂町ならではの「梨の木ベビースプー
ン」で、小さい頃から木の温もりに触れて、優しい心を
育んでいただきたいと思います。

カレーが食べやすいように職人さんが1本1本手作り
した「梨の木のスプーン」。幸水や豊水をはじめとする
梨の一大産地である松茂町の梨の木を活用し、すく
うときの抵抗を感じずにご使用いただける木製スプー
ンです。手に持ったときの温かさ、舌触りの良さは、一
度使うと、もう離せない存在になります。

１歳からの少し大きめスプーンに、お食い初め用に使
用出来るスプーンをセットし、離乳食用におすすめの
セットになっています。幸水や豊水をはじめとする梨の
一大産地である松茂町ならではの「梨の木ベビース
プーン」で、小さい頃から木の温もりに触れて、優しい
心を育んでいただきたいと思います。

サンスター徳島工場（松茂町）で製造したオリジナル
デザインの干支ハブラシ。年末年始のご挨拶の品や
お年玉としてもお使いいただけるのし袋付です。

いちもり農園よくばりセット
●いちもり農園 ●れんこんドレッシング200g×1本 ●なしドレッシン
グ190g×1本 ●うちの畑の梨ジャム140g×2個 ●ほんま手づくり
梨ゼリー150g×2個 ※離島はお届けできません。

ちりめんじゃこ 500g
●内海水産 ●ちりめんじゃこ 500g 

金曜日の金時カレー4食入セット
●まつしげまるしぇ実行委員会 
●金曜日の金時カレー4食入セット

ガム・デンタルブラシ ＃76
子ども用オリジナルデザインハブラシ 

いちもり農園梨ざんまいセット
●いちもり農園 ●なしドレッシング190g×1本 ●うちの畑の梨ジャ
ム140g×2個 ●ほんま手づくり梨ゼリー150g×4個 ※離島はお
届けできません。

さをり織り ストール1格子柄
●吉野川育成園 ●27cm×2m

（ブルー）

（6種ミックス）

（カエル6本）

（黄）

（ハリネズミ6本）

（パンダ6本）

（チーター6本）

（ウサギ6本）
（キツネ6本）

（フレンドリーカラー）

ハレルヤ 金長まんじゅう 20個入
●株式会社ハレルヤ ●20個入 1箱 975g
※離島はお届けできません。

ベビースプーン2本セット
●まつしげまるしぇ実行委員会 ●ベビースプーン2本セット

カレースプーン
●まつしげまるしぇ実行委員会 ●カレースプーン

ベビースプーン3本セット
●まつしげまるしぇ実行委員会 ●ベビースプーン3本セット

サンスター干支ハブラシ
（2020年 子）

●サンスター株式会社徳島工場 ●ガムデンタルブラシ#266(やわらかめ)6本

サンスター干支ハブラシ
●サンスター株式会社徳島工場 ●ガム・デンタルブラシ＃266（ふつう）6本

商品番号 5561-0041
商品番号 5561-0014

商品番号 5561-0138商品番号 5561-0042 商品番号 5561-0011

商品番号 5561-0073

商品番号 5561-0076

商品番号 5561-0009

商品番号 5561-0072

商品番号 5561-0075

商品番号 5561-0013

商品番号 5561-0074

商品番号 5561-0077
商品番号 5561-0078

商品番号 5561-0039

商品番号 5561-0136 商品番号 5561-0135 商品番号 5561-0137

商品番号 5561-0172

商品番号 5561-0038

★第22回全国菓子大博覧会「名誉総裁賞」受賞
★2016年「とくしま特選ブランド」認定商品

寄附金額

1万１千円〜
寄附金額

1万7千円〜

寄附金額

1万１千円〜

 ※毎年１２月上旬に受付予定

●サンスター株式会社徳島工場 ●ガム・デンタルブラシこども#76
（乳歯期用）に動物柄とお名前をデザインしたオリジナルデザイン
ハブラシ6本入り ※寄付金入金確認後、サンスター株式会社より
ご注文書が送付されます。※ハブラシに入れるお名前をご指定頂い
たのち、製造開始致します。（お子様のお名前をご指定頂いてから
お届けまで約２週間となります。）※文字は（ひらがな・カタカナ）表記
となります。（最大10文字）※スペースは１文字として数えます。
※濁点と半濁音は１文字として数えます。

シャリシャリシャリ…
ん〜デリシャス☆
食べ始めたら

止まらないしげよ！

※写真提供：(株)バードデザインハウス

冷蔵
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寄附金額

1万円〜

1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

化粧品研究40年以上のサンスターが製造した高機能
日焼け止めクリームです。高い紫外線ブロック機能に加
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。保湿成分も配合し、乾燥による小
じわを目立たなくします。

ペンケースの素材には長く使う事で革の更なるエージン
グが楽しみなオイルレザーを使用。ビンテージ感があるオ
イルシュリンク加工を施しています。適度な柔らかさと使
用する部位によって表情や厚み、固さや粘りが違いま
す。これがこの革、この加工の最も特徴的な所です。

二つに折った状態でもファスナーを開いてメイン収納部
にアクセスできます。A4サイズの書類や雑誌などを横向
きに収納可能！ 付属の手提げで持つとトートバッグにも。

化粧品研究40年以上のサンスターが、自社工場（徳
島 松茂町）で製造した化粧品。美容液・乳液・クリー
ム・パック・アイクリームの5つの機能を持ち、化粧水の
後にぬるだけでスペシャルケアまで終えたような艶やか
な肌へ導く高保湿多機能クリーム（40g、約2ヶ月分）
と、同高保湿シリーズのローションとスペシャルインク
リームのミニサイズ（約1週間分）がついたお得なセット
です。翌朝の弾むようなハリをご実感ください。

サンスター独自の美白有効成分「リノレックS」を配合し
た薬用美白美容液（30g、約2ヶ月分）に、同シリーズの
クレンジング、洗顔、美白化粧水、美白美容液、美白ク
リームのミニサイズ（約1週間分）がついたお得なセット
です。サンスターおすすめのラインナップが透明美肌へ
と導きます。

コインとカード、折り畳んだ紙幣が入りやすい3部屋構
造。普段使いに丁度いいサイズです。小銭入れ部分は
大きく開くため、見やすくて取り出しやすいです。カラー
は、キャメル・ブラックの２色からお選びいただけます。

トートバッグの機能性とバックパックの機動力を合わせ
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。

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！

斜め掛けワンショルダーを想定とは違う使い方をして
みた所色々思う事感じる事あり。体感した事を盛り込
んで早速商品化。D環を駆使し、どんな場面でもストレ
スなく思うがままに。そしてこんなに自由に使えるショル
ダーは他には無いと思います。

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。金時かんは芋100％を使用し、芋の風味を重
視して仕上げました。皆様から大変ご好評をいただいております。

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グ
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っています。

内側には4つの仕切り、外側に大小8個のポケット付
き。機能的に収納できるトートバッグです。A4サイズの
ファイルや、ノートPCなどが入る、見た目以上の収納
力。本体主材には9号帆布にパラフィン加工を施し、使
い込む程に帆布独特の風合いが増してきます。

手提げタイプのブリーフケースにする事ができ、横型で持
つと完全にブリーフケースに変身します。スーツ姿やカ
ジュアルな服装にも合うシンプルなデザイン。仕事で使う
ための機能性に優れており、パソコンやデジタルツール、
書類を収納するのに手放せない相棒になるでしょう。

放り投げても大丈夫！ 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。本体前後両サイドには8箇所
のポケットがあります。肩掛けでも使える長めのハンドル
や長時間の持ち運びに便利なため革製のハンドルカ
バー等も付属しており、シーンに適した持ち運びが可能。

使いやすいスクエアタイプのバックパック。A4ファイル
や書類、パソコン、タブレットなども収納可能！機能性、
耐久性もしっかり確保しており、仕事用、旅行用など
様々な場面でお使いいただけます。

エクイタンス 光プロテクション
●サンスター株式会社 ●エクイタンス 光プロテクション30g〈日焼
け止めクリーム〉SPF50・PA++++ ●内容量：30g（約2ヶ月分）

大人なレザーペンケース
●株式会社バンナイズ ●品番：VD828-CA ●カラー：ビンテージ
キャメル ●本体素材：ビンテージオイルシュリンクレザー ●本体サイ
ズ（約）：全長180mm×横幅60mm×襠30mm ●Made in Japan
／日本製 ※お届けまでに約1ヶ月程度かかります。

Free Free ショルダートート
●株式会社バンナイズ ●品番：VD814-00 ●カラー：ブラック ●本体：
表素材・バリスティックナイロン（1050デニール） ●本体：内素材・8号帆
布 ●セット済み付属品：手提げ2本、40mm幅ショルダーベルト1本 ●サ
イズ（約）：縦445mm（本体を伸ばした状態）×横300mm×襠100mm 
●Made in Japan：日本製 ※お届けまでに約1ヶ月程度かかります。

エクイタンス ヴァイトロジー 
スペシャルインクリーム＆お試し2点セット
●サンスター株式会社 ●エクイタンス ヴァイトロジー スペシャルインク
リーム（40g）＆お試し2点セット ●セット内容：エクイタンス ヴァイトロジー 
スペシャルインクリーム（40g）×1個、エクイタンス ヴァイトロジーお試し2
点セット（ローション20ml、スペシャルインクリーム5g）×1個

エクイタンス ホワイトロジ エッセンス＆
お試し５点セット
●サンスター株式会社 ●エクイタンス ホワイトロジー エッセンス（30g）＆
お試し5点セット ●セット内容：エクイタンス ホワイトロジー エッセンス 30g
×1個、エクイタンス ホワトロジーお試し5点セット（クレンジングオイル20
ml、フェイシャルフォーム16g、ローション【医薬部外品】20ml、エッセンス

【医薬部外品】7g、クリーム【医薬部外品】5g）×1個

手の平サイズのオールインワンL型
ファスナーウォレット
●株式会社バンナイズ ●品番：VD930 ●［カラー］ビンテージオイルシュリンク
レザー製：ビンテージキャメル／ビンテージオイルシュリンクレザー製：ビンテージブ
ラックいずれか1個 ●本体素材：牛ヌメ革製 ●本体サイズ（約）：縦90mm×横
113mm ●Made in Japan／日本製 ※お届けまでに約1ヶ月程度かかります。

Wファスナー＆Wジップトップ
Tote&BackPack/M
●株式会社バンナイズ ●品番：VD564-00 ●カラー：ブラック ●バリスティッ
クナイロン（1050デニール） ●本体内素材：8号帆布 ●セット済み付属品：チェ
ストベルト、サイドベルト4本 ●本体サイズ（約）：縦400mm×横280mm×襠
150mm ●Made in Japan／日本製 ※お届けまでに約1ヶ月程度かかります。

大人のワンショルダー／5way仕様
●株式会社バンナイズ ●品番：VD642-MN-NAVY ●カラー：ミッドナイト
ネイビー ●本体：表素材・コーデュラナイロン製（ミッドナイトネイビー） ●本
体内素材：Wポリメッシュ ●セット済み付属品：バックル付きショルダーベルト
1本、ショルダー用アタッチメント/アンティークナス環タイプ1個、ストッパー付
きの紐1個 ●サイズ(約)：縦325mm×横210mm×襠80mm ●Made in 
Japan：日本製 ※お届けまでに約1ヶ月程度かかります。

スクエアポケポケトート／A4
●株式会社バンナイズ ●品番：VD472-70 ●カラー：グレー ●本
体：素材・9号帆布（パラフィン加工済み） ●サイズ（約）：縦255mm
×横345mm×襠120mm ●Made in Japan：日本製 ※お届けま
でに約1ヶ月程度かかります。

大人のワーキングベース／スリム
●株式会社バンナイズ ●品番：VD869-00 ●カラー：ブラック ●表
素材：バリスティックナイロン製（1050デニール） ●本体内素材：ナイロ
ン ●本体内背面ポケット：Wポリメッシュ ●サイズ：（約）縦390mm×
横280mm×襠150mm ●付属品：チェストベルト、バンナイズ紐2本と
ストッパー4個、ぬめ側のハンドルカバー ●Made in Japan：日本製

バンナイズ的ボストン
●株式会社バンナイズ ●品番：VD811-00 ●カラー：ブラック ●本
体：表素材・バリスティックナイロン（1050デニール） ●セット済み付属
品：ショルダーベルト1本、ハンドル2本、ぬめ革製ハンドルカバー1個（カ
ラー：キャメル） ●サイズ（約）：縦210mm×横470mm×高さ270mm 
●Made in Japan：日本製 ※お届けまでに約1ヶ月程度かかります。

トリプルフロントポケットの
スクエアバックパック
●株式会社バンナイズ ●品番：VD465-00 ●カラー：ブラック 
●表素材：バリスティックナイロン製（1050デニール） ●本体サイ
ズ （約）：縦400mm×横300mm×襠100mm ●付属品：チェスト
ベルト、ぬめ革のハンドルカバー ●Made in Japan：日本製

商品番号 5561-0175
商品番号 5561-0051

商品番号 5561-0022

商品番号 5561-0177
商品番号 5561-0176

商品番号 5561-0062 商品番号 5561-0068

商品番号 5561-0046

商品番号 5561-0008

商品番号 5561-0043

商品番号 5561-0019

商品番号 5561-0017
商品番号 5561-0035 商品番号 5561-0021 商品番号 5561-0032

寄附金額

1万9千円〜

ビンテージ
キャメル

寄附金額

4万2千円〜

松茂町マスコットキャラクター「松茂係長」グッズ

「松茂係長」ぬいぐるみ＆エコバック
●松茂町役場 ●ぬいぐるみW33×H33×D20、エコバックW36×H37×D11
●素材：シーチング 綿100％

松茂係長 芋どら焼・芋ようかん 詰め合わせ
●山丸昭月堂 ●松茂係長（芋どら）10ヶ各100g、芋ようかん3ヶ各200g ●化粧箱入り
※賞味期間：常温7日

「松茂係長」Tシャツ・トートバッグセット
●松茂町役場 ●Tシャツ×1枚、サイズM～3L、色：カーキ・グレー（申し込み時にサイズ・色をご指定ください）
●トートバッグ×1個、色：アイボリー・紺・ピンク・グレー（申し込み時に色をご指定ください）
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※Ｔシャツのサイズ・色、トートバックの色をご不在期間欄にご記入ください。

松茂町の魅力を
いっぱ〜い

お伝えするしげよ！
目指せ！宣伝係長☆

Mサイズ：身長170cm、身丈68cm、身巾50cm、肩巾46cm、袖丈21cm
Lサイズ：身長179cm、身丈71cm、身巾53cm、肩巾48cm、袖丈22cm
LLサイズ：身長181cm、身丈74cm、身巾56cm、肩巾50cm、袖丈23cm
3Lサイズ：身長183cm、身丈77cm、身巾60cm、肩巾53cm、袖丈25cm

Tシャツサイズ

寄附金額

1万円〜

寄附金額

1万円〜




