
５万円以上１０万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。 

<おいしい山形５万円コース> 

310 県産ワイン（白辛口セット）  311 県産ワイン（白甘口セット）  312 県産ワイン（モンサンセット）  

   

・蔵王スター 白（辛口）720ml/タケダワイ

ナリー 

・朝日町ワイン 白 720ml/朝日町ワイン 

・金渓ワイン白辛口 720ml/佐藤ぶどう酒 

・大浦葡萄酒白辛口 720ml/大浦葡萄酒 

・月山ﾜｲﾝ ｿﾚｲﾕ ﾙﾊﾞﾝ 甲州ｼｭｰﾙ ﾘｰ 720ml/ 

庄内たがわ農業協同組合 

・たかはた 高畠ブラン（白辛口）720ml /

高畠ワイン㈱         

計 6本 

受付期限: 3月 31日(金)まで 

発送時期: 7月下旬から 
 

・金渓ワイン白 甘口 720ml/佐藤ぶどう酒 

・朝日町ワインナイアガラ白甘口新 720ml/

朝日町ワイン 

・大浦葡萄酒白甘口 720ml/大浦葡萄酒 

・たかはた 高畠ブラン（白甘口）720ml/ 

高畠ワイン 

・天童ワインナイアガラ 720ml/天童ワイン 

・蔵王スターアイスワイン白 720ml /タケ

ダワイナリー 

計 6本 

受付期限: 3月 31日(金)まで 

発送時期: 7月下旬から 
 

・シャトーモンサンエクセラン赤 720ml/ 

浜田㈱×2本 

・シャトーモンサンエクセラン白 720ml/

浜田㈱ 

計 3本 

受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 

 

313 県産ワイン（天童セット）  314 県産ワイン（スパークリング甘口セット）  315 県産ワイン（スパークリング辛口セット）  

   
・天童ワイン 赤 720ml/天童ワイン㈱ 

×2本 

・天童ワイン 白 720ml/天童ワイン㈱ 

×2本 

・天童ワイン ナイアガラ 720ml / 

天童ワイン㈱        ×2本 

計 6本 

受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 

 

・スパークリングナイアガラ白甘口 750ml/

朝日町ワイン      ×2本 

・スパークリングマスカットベリーＡロゼ 

中口 750ml/朝日町ワイン 

・嘉 yoshi スパークリングオレンジマスカ

ット 750ml//高畠ワイン 

・亜硫酸無添加スパークリングナイアガラ

750ml/高畠ワイン     

 計 5本 

受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 

 

・スパークリングデラウェア白辛口

750ml/朝日町ワイン    ×2本 

・スパークリングマスカットベリーＡ ロゼ 

中口 750ml/朝日町ワイン 

・嘉 yoshi スパークリング シャルドネ

750ml/高畠ワイン  ×2本 

      

計 5本 

受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 
 

316 県産日本酒（大吟醸セットＡ） 317 県産日本酒（大吟醸セットＢ） 318 県産日本酒（大吟醸セットＣ） 

 
  

・出羽桜 大吟醸酒 720ml/出羽桜酒造 

・菊勇 大吟醸 秘伝 720ml/菊勇           

計 2本 

 

受付期限: 3月 31日(金)まで 

発送時期: 7月下旬から 
 

・霞城寿 大吟醸「寿久蔵」720ml/ 

寿虎屋酒造 

・東北泉 大吟醸 芳（かおり）720ml/ 

高橋酒造店                  

 計 2本 

 
受付期限: 3月 31日(金)まで 

発送時期: 7月下旬から 
 

・清泉川 大吟醸 酒田舞娘 720ml/ 

オードヴィ庄内 

・麓井 大吟醸 圓 720ml/麓井酒造 

・沖正宗 大吟醸 「濱田」720ml/浜田㈱ 

                            計 3本 

 
受付期限: 3月 31日(金)まで 

発送時期: 7月下旬から 
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５万円以上１０万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。 

<おいしい山形５万円コース> 

319 県産日本酒（大吟醸セットＤ） 320 県産日本酒（純米大吟醸セットＡ） 321 県産日本酒（純米大吟醸セットＢ） 

   
・あら玉大吟醸 月山丸 720ml/和田酒造 

・栄光冨士大吟醸古酒屋のひとりよがり

720ml/ 冨士酒造           

計 2本 

 

受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 

 

・山形正宗純米大吟醸酔芙蓉 出羽燦々

720ml/水戸部酒造 

・初孫 純米大吟醸「夢工房」720ml/ 

東北銘醸 

・楯野川純米大吟醸合流 720ml/楯の川酒造 

・一献純米大吟醸 醸心 720ml/中沖酒造店 

計 4本 

受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 

・朝日川 純米大吟醸 米寿 720ml/ 

朝日川酒造 

・上喜元 純米大吟醸 720ml/酒田酒造 

・東の麓 純米大吟醸 龍「テツ」720ml/

東の麓酒造 

                            計 3本 

 
受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 

322 県産日本酒（純米吟醸セット） 323 県産日本酒（純米セットＡ） 324 県産日本酒（純米セットＢ） 

 
  

・沢正宗 純米吟醸 出羽の里 山形セレクショ

ン 720ml/古澤酒造 

・杉勇 純米吟醸ＤＥＷＡ３３ 720ml/ 

杉勇蕨岡酒造場 

・鯉川純米吟醸 亀治好日 720ml/鯉川酒造 

・東光 純米吟醸 出羽燦 （々化粧箱入）720ml/

小嶋総本店   

・米鶴 盗み吟醸 大吟 720ml/米鶴酒造     

計 5本 

 

受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 
 

・六歌仙 五段仕込み純米 720ml/六歌仙 

・純米 竹の露 720ml/竹の露 

・特別純米 出羽ノ雪 自然酒 720ml/ 

渡会本店 

・小桜 特別純米 誉小桜 720ml/長沼 

・錦爛手造り純米酒五百万石 720ml/ 

後藤康太郎酒造店 

・弁天特別純米酒つや姫 100%使用 720ml/

後藤酒造店 

計 6本 

 
受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 

・秀鳳 つや姫 純米酒 720ml/秀鳳酒造場 

・やまと桜純米酒 15度出羽の里 720ml/ 

佐藤佐治右衛門 

・大山 特別純米「十水」720ml/ 

加藤嘉八郎酒造 

・羽前白梅 純米酒 720ml/羽根田酒造 

・朝瀧黒獅子の里純米酒 720ml/寺嶋嘉重 

・香梅 純米 720ml/香坂酒造 

                          計 6本 

受付期限: 3月 31日(金)まで 

発送時期: 7月下旬から 
 

325 県産日本酒（バラエティセット） 326 県内温泉施設利用補助券Ａ  

 
 

県内温泉施設利用補助券 

有効期限：発行から１年間 
 
 

受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 
 

※やまがた女将会加盟の温泉施設ご利用
料金の一部を補助いたします。 

・銀嶺月山 大吟醸 青ラベル 720ml/月山酒造 

・羽前桜川 純米酒 出羽の里 720ml/ 

野沢酒造店 

・富久鶴 純米大吟醸 美禄延寿九郎左衛門

720ml/新藤酒造店 

・純米吟醸 雪むかえ 720ml/樽平酒造 

計 4本 

受付期限: 3月 31日(金)まで 
発送時期: 7月下旬から 
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５万円以上１０万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。大きさや色合いは表示のものから若干変わることもあります。 

<ものづくり山形５万円コース> 

401 平清水焼 
山形満喫器セット～お漬物・ごはん～ 

402 山形打刃物 
出刃包丁 

403 豊国草履 
内履き・男女ペアセット 

   

江戸後期の文化年間から続く平清水焼。 
県都山形市千歳山の原土から作られていま

す。 
 
セット内容：茶碗 2、大皿 1、鉢 1 

※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。 

約 650 年前から続く山形打刃物。現在も昔
ながらの技法で、職人が一本ずつ丹念に叩

いて誠実に作っています。切れ味は最高で
刺身の味も落ちません。 
 

新国光黒出刃包丁 6寸 
紙箱入り 

幻の稲藁品種「豊国」を使った日本で唯一
の本格手編み草履です。 

 
男性用：25～26.5cm 
女性用：23～24.5cm 

底材はフェルト素材 
サイズは男女とも単一サイズ 

404 麻のスリッパさふら  
M、Lセット 

405 桃の実工芸品 
お盆 

406 陶修窯 碁点焼 
藍桜花紋丸湯呑み 5個セット 

   

軽くふんわりとしながら型崩れしない、ス
リッパメーカーが本当に履きたいと思う履

き心地を追求したスリッパです。紅花で染
めた糸をアクセントに使っています。 
 

M：ベージュ、女性 
L：ブラウン、男性 

7～10 年かけて乾燥させた堅い桃の種を一
つ一つ手作業で割っていき、削り貼り合わ

せて形を作った工芸品です。 
 
サイズ：直径 21cm 

窯元独自の藍化粧に桜の花を散りばめた湯
のみ 5個セットです。 

夜桜のような情景をお楽しみください。 
 
サイズ：縦 8.5cm×横 8.5cm×高さ 6cm 

※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 
※色合い、模様、形は写真と若干異なる場

合があります。 
407 陶修窯 碁点焼 

藍線紋ワインカップ 5個セット 
408 上の畑焼 

色絵三多紋 高台盃（桐箱付） 
409 新庄亀綾織 

ネクタイ＆名刺入れセット 

   

窯元独自の藍化粧と、白化粧を掛け分けた
ワインカップセットです。お酒やワインの
他、酢の物などの器としても丁度良い大き

さです。 
 
サイズ：縦 7.5cm×横 7.5cm×高さ 8cm 

※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。 

※色合い、模様、形は写真と若干異なる場

合があります。 

江戸末期にわずか１０年で途絶えた幻の磁
器を現代によみがえらせた上の畑焼。 
上の畑焼を代表する絵付け「三多紋」は多

福・多寿・子孫繁栄の縁起模様といわれて
います。 
 

サイズ：縦 6cm×横 6cm×高さ 7cm 
白地に藍、赤などの色付け 
※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま

す。 

江戸時代後期から始まる新庄亀綾織。最大
の特徴は、きめ細やかで多彩な地紋「斜文
織(しゃもんおり)」という独特の織り方で

す。 
 
名刺入れ：赤、青など 

ネクタイ：白、黒、赤系、青系 
※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

※色合いは写真と異なる場合があります。 
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５万円以上１０万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。大きさや色合いは表示のものから若干変わることもあります。 

<ものづくり山形５万円コース> 

410 新庄東山焼 
油滴冷酒器セット 

411 スリッパ 
麻マット ソフト M、Lセット 

412 スリッパ 
MiNi夢っぱデニム 2足セット 

   

新庄東山焼は、天保 12(1841)年に新庄戸沢
藩御用窯として開窯しました。鉄の結晶が

とても美しい酒器セットです。 
 
ぐい呑み 1個付き 

※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

「麻マット」は、スリッパの中敷きにその
名もズバリ麻ラグを使用しています。 

イタ気持ちよさが心地よく足裏を刺激しつ
つ、麻特有のさらさらとした肌触りがなん
とも言えません。 

 
M：23～25cm   L：25～27cm 
※色合いは写真と異なる場合があります。 

山形エクセレントデザイン賞を受賞。 
廃棄されてきたデニムの耳を再利用して作

ったスリッパです。 
 
 

M：23～25cm   L：25～27cm 
※色合いは写真と異なる場合があります。 

413 米沢織 
風呂敷（紅花染） 

414 米沢織 
ネコジャカードストール 

415 草木染 
バラ柄ハンカチと扇子セット 

   
上杉の城下町米沢に伝わる織物、米沢織。
自然の素材・絹糸を自然の染料で染め上げ、

織り上げていることが特徴です。 
サイズ＝65㎝×65㎝ 
※色合いや模様は写真と異なる場合があり

ます。 

上杉の城下町米沢に伝わる織物、米沢織。
素材は絹で透ける織物、織でネコ柄を表現

し、光の加減で玉虫色により微妙な色合い
があります。 
サイズ＝53㎝×160㎝ 

 

山形県特産の「最上紅」を主原料として染
めたバラ柄ハンカチと扇子。手作りの作品

です。 
色合いは１枚１枚違います。 

416 組子照明 
木のあかり「雫」 

417 木製ブロック 
もくロック（120ピース） 

418 江口漆器工芸 
ぐい呑み 2個セット 

 
  

幾何学的な形から発せられる光は、やわら
かい曲線を描いて幻想的な模様を作り出し
ます。素材にはヒバを使い、清涼感のある

甘い香りを持続して持ち続けます。 
 
サイズ：縦 11cm×横 11cm×高さ 21cm 

総面積の 75％を豊かな森林が占める山形
県。 
そんな自然に感謝の気持ちを込め、”天然の

無垢材”にその魅力を詰め込んで、削り出
しの木のブロックにしたのが『MOKULOCK』
です。 

箱を開けた瞬間から”笑顔”になる子ども
達の”創造性と感性”を豊かに。 
”家族の時間”をお楽しみください！ 

自然に負荷をかけない漆に学んだこだわり
の漆器です。 
生活工芸の基本は使いやすさ。細部にこだ

わり、ていねいさを追求しています。 
 
※朱・蒔地研ぎ出し、欅溜塗りから 2個選

択ください(上記写真の左が朱・蒔地研ぎ
出し、右が欅溜塗りとなります)。 

※お届けに 3カ月程度かかる場合がありま

す。 
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５万円以上１０万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。大きさや色合いは表示のものから若干変わることもあります。 

<ものづくり山形５万円コース> 

419 江口漆器工芸 
縄胎豆皿 2枚組（丸型・楕円型） 

420 江口漆器工芸 
布着せ溜塗り椀・欅 

421 江口漆器工芸 
溜塗り椀・欅 

   

自然に負荷をかけない漆に学んだこだわり
の漆器です。 

生活工芸の基本は使いやすさ。細部にこだ
わり、ていねいさを追求しています。 
 

※お届けに 3カ月程度かかる場合がありま
す。 

自然に負荷をかけない漆に学んだこだわり
の漆器です。 

生活工芸の基本は使いやすさ。細部にこだ
わり、ていねいさを追求しています。 
 

※お届けに 3カ月程度かかる場合がありま
す。 

自然に負荷をかけない漆に学んだこだわり
の漆器です。 

生活工芸の基本は使いやすさ。細部にこだ
わり、ていねいさを追求しています。 
 

※お届けに 3カ月程度かかる場合がありま
す。 

422 江口漆器工芸 
石目すり漆箸&摺り漆スプーンセット（夫婦） 

423 江口漆器工芸 
摺り漆スプーン 5本組 

424 成島焼和久井窯 
耀変釉徳利 

   

自然に負荷をかけない漆に学んだこだわり
の漆器です。 
生活工芸の基本は使いやすさ。細部にこだ

わり、ていねいさを追求しています。 
 
※お届けに 3カ月程度かかる場合がありま

す。 

自然に負荷をかけない漆に学んだこだわり
の漆器です。 
生活工芸の基本は使いやすさ。細部にこだ

わり、ていねいさを追求しています。 
 
※お届けに 3カ月程度かかる場合がありま

す。 

山形県長井市今泉地区の良質な陶土から作
った陶磁器です。 
 

サイズ：縦 8cm×横 8cm×高さ 12cm 
 
※桐箱入りとなります。 

※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

425 成島焼和久井窯 
金窯変ぐい呑 

426 成島焼和久井窯 
金窯変湯呑 

427 羽越しな布 
巾着＆ブローチセット 

   

山形県長井市今泉地区の良質な陶土から作
った陶磁器です。 

 
サイズ：縦 7.2cm×横 7.2cm×高さ 3.7cm 
 

※桐箱入りとなります。 
※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

山形県長井市今泉地区の良質な陶土から作
った陶磁器です。 

 
サイズ：縦 7.2cm×横 7.2cm×高さ 3.7cm 
 

※桐箱入りとなります。 
※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

羽越地方の山間部に生育する「シナノキ」
の樹皮から、靱皮（じんぴ）を剥ぎ取り、

１年近い歳月をかけて、その繊維を糸（し
な糸）に加工し、布状に織り上げます。 
 

巾着のサイズ：24×19cm 
※お届けに 2か月程度かかる場合がありま
す。 

※模様や紐の色は写真から若干変わります 
※紐の色は赤、緑、紺のいずれかとなりま
す（指定不可） 
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５万円以上１０万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。大きさや色合いは表示のものから若干変わることもあります。 

<ものづくり山形５万円コース> 

428 酒田光丘彫 
茶托（5枚入り） 

429 酒田光丘彫 
お盆（三味堂型） 

430 山形鋳物 
古風 急須 

   

庄内砂丘にクロマツの砂防林を築いた、酒
田市の本間家３代当主･本間光丘の名を冠

した光丘彫は、倒れたり伐採されたクロマ
ツをお盆や茶托などに加工し、板の表面に
文様を彫刻したものです。一番の特徴は、

一見荒削りにもみえるけれど緻密に計算さ
れた野趣あふれる彫り文様です。 
 

サイズ：12cm×10.5cm 形状：菱形 

庄内砂丘にクロマツの砂防林を築いた、酒
田市の本間家３代当主･本間光丘の名を冠

した光丘彫は、倒れたり伐採されたクロマ
ツをお盆や茶托などに加工し、板の表面に
文様を彫刻したものです。一番の特徴は、

一見荒削りにもみえるけれど緻密に計算さ
れた野趣あふれる彫り文様です。 
 

サイズ：35cm×22cm 

山形鋳物は平安時代の康平年間（1060年頃）
に始まったとされ、以後、山形城主 最上義

光公（1546～1614年）が鋳物師を保護して
から産地として発展しました。 
 

容量：0.39L 
※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

431 米沢焼鳴洲窯 
花入 

  

 

  

ルーツは上杉鷹山が財政立て直しのために

興した御用窯。質実剛健どっしりとした深
い風合いが特徴的な陶磁器です。 
 

サイズ：高さ 23～25cm程度 
紙箱入り 

  

 

 払込取扱票の記入例 
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１０万円以上の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。 

<おいしい山形１０万円コース> 

501 県内温泉施設利用補助券Ｓ 502おいしい山形３万円コースより３品 503おいしい山形５万円コースより２品 

 
 

 

 

 
県内温泉施設利用補助券 
有効期限：発行から１年間 

 
 
受付期限: 3月 31日(金)まで 

発送時期: 随時 
 
※やまがた女将会加盟の温泉施設ご利用料

金の一部を補助いたします。 

○おいしい山形３万円コース 
より、３品お選びください。 

 
※ご希望により、ものづくり山形３万円コ
ースと合わせて３品お選びいただくこと

もできます。 

○おいしい山形５万円コース 
より、２品お選びください。 

 
※ご希望により、ものづくり山形５万円コ
ースと合わせて２品お選びいただくこと

もできます。 
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１０万円以上の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。大きさや色合いは表示のものから若干変わることもあります。 

<ものづくり山形１０万円コース> 

601 山形打刃物 
新国光剪定鋏津軽型皮止 

602 木製食器 
木の葉皿 

603 木製食器 
マグカップ・ティースプーンペア 

   

約 650年前から続く山形打刃物。現在も昔な
がらの技法で、職人が一本ずつ丹念に叩いて

誠実に作っています。最高級品の剪定鋏で
す。 
 

新国光剪定鋏津軽型皮止 
桐箱入り 

ラ・フランスやさくらんぼなどの役目を
終えた果樹を使い、職人達が丹念な手仕

事で 3 ヶ月もの月日をかけて作り上げ
たうつわです。 
 

木の葉皿 中サイズ 2皿セット 

ラ・フランスやさくらんぼなどの役目を終
えた果樹を使い、職人達が丹念な手仕事で

3 ヶ月もの月日をかけて作り上げたうつわ
です。 
 

マグカップ・ティスプーン ペアセット 

604 スリッパ 
ＫＩＮＵＨＡＫＩ 

605 桃の実工芸品 
全面茶托 5枚組  

606 桃の実工芸品 
菓子鉢 

 
  

最高級の絹を用いて織り上げた米沢織袴地
を、日本文化の美しい所作「たたむ・仕舞う・

携える」をテーマに室内履きに仕上げまし
た。 
 

※サイズはＭ，Ｌのいずれかをお選びくださ
い。 

7～10 年かけて乾燥させた堅い桃の種を
一つ一つ手作業で削り貼り合わせて形を

作った桃の実工芸品。使い込むほど光沢
と味わいが増します。 
 

全面茶托 5枚組 
 

7～10年かけて乾燥させた堅い桃の種を一つ
一つ手作業で削り貼り合わせて形を作った

桃の実工芸品。使い込むほど光沢と味わいが
増します。 
 

菓子鉢 

607 陶修窯 碁点焼 
藍の華花器 

608 上の畑焼 
色絵三多紋組マグカップ 

609 新庄亀綾織 
ストール 

 
  

窯元独自の藍化粧に、数種類の釉薬を重ねあ
わせることで生まれた独特の模様が特徴の

花器で、同じ模様は二つと出来ない一点もの
です。 
 

サイズ 
 縦 16cm×横 16cm×高さ 20cm 
  

※お届けに３カ月程度かかる場合がありま
す。 
※一点もののため、色合い、模様は写真と異

なる場合があります。 

江戸末期にわずか１０年で途絶えた幻の
磁器を現代によみがえらせた上の畑焼。 

上の畑焼を代表する絵付け「三多紋」は
多福・多寿・子孫繁栄の縁起模様といわ
れています。 

 
セット内容：マグカップ 2 
サイズ：1個 縦 8cm×横 8cm×高さ 10cm 

白地に藍、赤などの絵付け 
※お届けに 2カ月程度かかる場合があり
ます。 

 

江戸時代後期から始まる新庄亀綾織。最大の
特徴は、きめ細やかで多彩な地紋「斜文織(し

ゃもんおり)」という独特の織り方です。 
 
 

 
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。 

※色合いは写真と異なる場合があります。 
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１０万円以上の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。大きさや色合いは表示のものから若干変わることもあります。 

<ものづくり山形１０万円コース> 

610 新庄東山焼 
油滴手付冷酒器セット 

611 スリッパ 
ハイスペックワニ柄Ｍ、Ｌセット 

612 有機 EL照明 
ＹＵＫＩ ＡＮＤＯＮ 

 

 

 
新庄東山焼は、天保 12(1841)年に新庄戸沢
藩御用窯として開窯しました。鉄の結晶が

とても美しい酒器セットです。 
 
ぐいのみ 2個付き 

※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

履き心地とデザイン性を追及したラグジュ
アリーなスリッパです。 

 
Ｍ，Ｌセット 
M：24cmまで   L：25～27cm 

※色合いは写真と異なる場合があります。 

山形生まれの有機 EL パネルと四百年の歴
史を持つ白鷹町深山和紙が出会い生まれた

「YUKI ANDON」。 
 
サイズ：縦 9.8cm×横 9.8cm×高さ 28cm 

 
 

613 組子照明 
木あかり「菱」 

614 江口漆器工芸 
へぎ目塗り盛器 

615 成島焼和久井窯 
窯変徳利（桐箱） 

   

幾何学的な形から発せられる光は幾重にも
重なり、やわらかい曲線を描いて幻想的な
モアレを作り出します。 

 
サイズ：縦 10cm×横 22cm×高さ 22cm 
 

自然に負荷をかけない漆に学んだこだわり
の漆器です。 
生活工芸の基本は使いやすさ。細部にこだ

わり、ていねいさを追求しています。 
 
※お届けに 3カ月程度かかる場合がありま

す。 

山形県長井市今泉地区の良質な陶土から作
った陶磁器です。 
 

サイズ：縦 8.5cm×横 8.5cm×高さ 14.5cm 
※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

616 成島焼和久井窯 
金窯変ビアマグ 

617 成島焼和久井窯 
金窯変酒片口 

618 羽越しな布 
トートバッグ＆コースター 

 
 

 

山形県長井市今泉地区の良質な陶土から作
った陶磁器です。 
 

サイズ：縦 8.2cm×横 8.2cm×高さ 12.5cm 
※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

山形県長井市今泉地区の良質な陶土から作
った陶磁器です。 
 

サイズ：縦 8.8cm×横 11cm×高さ 10.5cm 
※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

羽越地方の山間部に生育する「シナノキ」
の樹皮から、靱皮（じんぴ）を剥ぎ取り、
１年近い歳月をかけて、その繊維を糸（し

な糸）に加工し、布状に織り上げます。 
 
バッグのサイズ：32×24×15cm 

コースターのサイズ: 10×13cm 
※お届けに 2か月程度かかる場合がありま
す 

※コースターは２枚セットです。 
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１０万円以上の寄付で選べる追加のお礼の品 

※画像はすべてイメージです。大きさや色合いは表示のものから若干変わることもあります。 

<ものづくり山形１０万円コース> 

619 羽越しな布 
数寄屋袋＆がま口財布セット 

620 鶴岡シルク 
kibisoストール 

621 山形鋳物 
古代平丸 

   

羽越地方の山間部に生育する「シナノキ」
の樹皮から、靱皮（じんぴ）を剥ぎ取り、

１年近い歳月をかけて、その繊維を糸（し
な糸）に加工し、布状に織り上げます。 
 

数奇屋袋のサイズ：20×24×5cm 
がま口財布のサイズ: 8×8cm 
※お届けに 2か月程度かかる場合がありま

す 
※模様や紐の色は写真から若干変わります 
※紐の色は赤、茶、紺のいずれかとなりま

す（指定不可） 

｢きびそ｣とは、蚕が繭を作る時に初めに出
す糸。鶴岡シルクでは、きびそを使った

「kibiso」ブランドを立ち上げ、新たな素
材を使った商品開発を進めるなど、新たな
取り組みにもチャレンジしています。 

 
 

長さ:200cm 

※限定５枚 

山形鋳物は平安時代の康平年間（1060年頃）
に始まったとされ、以後、山形城主 最上義

光公（1546～1614年）が鋳物師を保護して
から産地として発展しました。 
 

容量：1.5L 
※お届けに 2カ月程度かかる場合がありま
す。 

622 山形漆器 
権之助塗丸盆 

623 ものづくり山形３万円コースより３品 624 ものづくり山形５万円コースより２品 

 

  
権之助塗は試作を繰り返して考案された独

自の技法によって、丈夫で扱いやすい民芸
調漆器として親しまれています。 
サイズ：直径 30cm 

※限定 10枚 

○ものづくり山形３万円コース 

より、３品お選びください。 
 
※ご希望により、おいしい山形３万円コー

スと合わせて３品お選びいただくことも
できます。 

○ものづくり山形５万円コース 

より、２品お選びください。 
 
※ご希望により、おいしい山形５万円コー

スと合わせて２品お選びいただくことも
できます。 

払込取扱票の記入例 
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５０万円以寄付していただいた方には 
 

 「特選コース」として選りすぐりの県産品を贈呈します。 

 

 

 

払込取扱票の記入例 
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山形県に、ふるさと納税。 
 

 

最上川 

 

 

山形県は四季の移ろいがはっきりと感じられ、折々のおいしい食と豊かな自然、そ

こに息づく歴史と文化を堪能できます。魅力ある観光スポットが多数存在し、人柄

も温かく、住みやすいところです。 

 ふるさと納税をきっかけにして、見てよし、食べてよし、来てよし、住んでよし

の山形をあなたの“ふるさと”にしてみませんか。 
 
 
 

 

 

山形県商工労働観光部 商業・県産品振興課 
 

山形県山形市松波二丁目８番１号 〒990-8570 

TEL.023-630-2190 FAX.023-630-3371 

E-mail:yamagata-oen@pref.yamagata.jp 

ホームページアドレス: http://www.pref.yamagata.jp/oen/ 

 
 

山形応援寄付金 


