交換商品リスト
サ ー ビ ス 名 地方の逸品を産地直送にてお届け「ふるさとマルシェ」
事 業 者 名 [028] 株式会社いわきテレワークセンター
問 合 せ 先 0246-35-1635

商品
コード

商

品

名

ポイント数

【 所在地 】 いわき市

備

001

「天のつぶ」使用 限定酒 純米吟醸
神谷（かべや） ３００ｍｌ ２本セッ
ト

【内容量】300ｍｌ×2本
【アルコール度数】15％
2,200
【精米歩合】60％
【容器】瓶（緑色）

002

「天のつぶ」使用 神谷ライスバウム
chicchai４個セット ギフトボックス入
り

2,600

003

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ
ンドケーキ２５０ｇ １個

2,800 250ｇ

黒糖パウ

考

【内容量】80g×4個
サイズ：直径7cm・高さ3cm

1個

004

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ 焼菓子ギ
フトＳ（フィナンシェ・マドレーヌ等
計７種各１個）計２００ｇ

・ブラックココアのハートのフィナンシェ40g ×1
・ごまクッキー14g
×1
・アーモンドプラリネクッキー13g ×1
×1
2,800 ・チョコチップクッキー12g
・ブラックココアのチョコチップクッキー13g ×1
・プレーンクッキー（卵なし）13g ×1
・紅茶のクッキー（卵なし）13g×1
7個入り 計200ｇ

005

フードプランニング うつくしまエゴマ
豚さらみ ５袋セット

2,800 45ｇ×5袋

006

３日間分の防災グッズ５点セット（ふる
さとマルシェ安心サバイバルＢ）

3,000

災害対策用品コンパクトキット（３日分救難食糧、
非常用飲料水、非常用保温具、防護マスク、軍手）

007

小原酒造 蔵粋 ミニスリムセット（純
米酒・吟醸酒・特別本醸造）１８０ｍｌ
×各１本

3,000

●蔵粋ハープ(純米酒) ●蔵粋バイオリン(吟醸酒)
●蔵粋ピアノ(特別本醸造) 各180ml 各1本

008

喜多方 老舗製麺所 朝日屋 きたか
たっこ１０食（醤油×８ 味噌×２）
計１６２０ｇ

3,000

●麺130ｇ×10
プ40g×2

009

えごま油とじゅうねんドレッシングセッ
ト（油１００ｍｌ×１本 ドレッシング
２００ｍｌ×１本）計３００ｇ

3,000 油100ｍｌ×1本

010

いわきチョコレート
２個セット

3,200 70ｇ×6個入り

011

フードプランニング うつくしまエゴマ
豚ジャーキー ５袋セット

3,200 30ｇ×5袋

012

タンポポ村 北米産トラウトサーモン使
用 スモークサーモン80ｇ５袋セット

3,300 80ｇ×5

013

明陽食品 果実ジャムセット（ゆずマー
マレード ももジャム等 計４種各１９
０ｇ×１瓶）計７６０ｇ

3,300

濃厚チョコラスク

1

●醤油スープ30g×8

●味噌スー

ドレッシング200ｍｌ×1本

ゆずマーマレード・ももジャム・苺ジャム・りんご
計4種 各190g×1瓶）計760g 賞味期限：1年

商品
コード

商

品

名

ポイント数

備

014

明治四拾年創業 白河が誇る老舗和菓子
店 大黒屋 ミニだるま最中２４個入り
（小だるま入り）

3,400 24個入り

015

喜多方 老舗製麺所 朝日屋 ラーメン
職人１０食（醤油×５ 味噌×３ 塩×
２） 計２１５５ｇ

3,500

016

考

●麺150g×10食 ●醤油スープ50g×5 ●味噌スー
プ63g×3 ●塩スープ28g×2 ●メンマ80g×2

・魚さし１本 100g・ボーノ棒１個（スモークサーモン）
115ｇ・これだっぺ白蒸しえび１枚 90g・これだっぺ白蒸
しいか１枚 90g・贅沢チーズ１個 20g・贅沢明太マヨ１
3,500 個 20g・贅沢ツナマヨ１個 20g・豆腐かまぼこ絹１個
40g・さんまのぽーぽー焼風蒲鉾１枚 90g・かつおのたた
き風蒲鉾１枚 90g・めひかり焼きかまぼこ１枚 45g 計11
品。

かまぼこの貴千 かまぼこ詰め合わせ
セット3500（魚さし・ボーノ棒等）9種9
品 計560ｇ

017

会津物産 会津おふくろの味セット（ふ
きのとうしょうゆ 高原の花豆など 計
４種×各１個）計約９３０ｇ

018

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ 焼菓子ギ
フトＯ（フィナンシェ・マドレーヌ等
計１０種各１個）計３２０ｇ

019

木村ミルク とろ～り濃厚ぷりんとカ
フェラッテプリン計６個セット

3,800

濃厚プリン90ｇ×3個 カフェラッテ・プリン90ｇ
×3個 【賞味期限】6日

020

福島土湯温泉生まれの源泉仕込み温泉卵
森山 玉手箱 弐番（３種１３品 計７
９４ｇ）

3,900

紅白おんせんたまご62ｇ×各6個・卵卵ぷりん78ｇ
×3個・卵卵ポテト47ｇ×4個

021

野村醸造 つむぎ野コンフィチュール
セットＢ（ももジャム等３種各１個・飲
む酢）計７００ｇ

ジャム（いちご、もも、りんご）各1個各170g、飲
4,000 む酢（福来みかん）200ｍｌ 容器：すべて瓶 賞
味期限：180日

022

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ 生チョコ
風ガトーショコラ１５ｃｍ ３３０ｇ
１個

4,000 直径15ｃｍ

330ｇ

1個

023

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ 濃厚ベイ
クドチーズケーキ１５ｃｍ ３３０ｇ
１個

4,000 直径15ｃｍ

330ｇ

1個

024

明治四拾年創業 白河が誇る老舗和菓子
店 大黒屋 てまり餅 １０個入り５箱
セット

4,000 10個入り×5箱

025

福島土湯源泉仕込み温泉卵 森山 おた
めしお味見おんせんたまごセット（５種
２０品 計１３００ｇ）

たまご美人62g×6個・ガンバ卵ショ62ｇ×6個 ・白
4,000 桃ムース78ｇ×2個 ・卵卵ポテト47ｇ×4個・卵卵
ぷりん78ｇ×2個

026

フードプランニング 味付け「うつくし
まエゴマ豚」カルビ庵

4,100 150ｇ×6袋（塩・醤油・味噌

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ 焼菓子ギ
フトＯ２（フィナンシェ・マドレーヌ等
計１３種各１個）計３９０ｇ

・モミノキのフィナンシェ40ｇ×1 ・ブラックココアの
ハートのフィナンシェ 40ｇ×1 ・マドレーヌ プレー
ン20ｇ×1 ・マドレーヌ ココア20ｇ×1 ・フロラン
タン25ｇ×1 ・ごまクッキー14ｇ×1 ・アーモンドス
ライスクッキー13ｇ×1 ・ココアスライスアーモンド
4,200 クッキー13ｇ×1 ・アーモンドプラリネクッキー13ｇ×
1 ・チョコチップクッキー12ｇ×1 ・ブラックココア
のチョコチップクッキー13ｇ×1 ・プレーンクッキー
（卵なし）13ｇ×1 ・紅茶のクッキー（卵なし）13ｇ×
1
13個入り

027

ふきのとうしょうゆ110ｇ×1、舞茸炊き込みご飯の
3,500 素250ｇ×1、高原の花豆230ｇ×1、わらび水煮340
ｇ×1
・モミノキのフィナンシェ40ｇ×1 ・ブラックコ
コアのハートのフィナンシェ 40ｇ×1 ・マド
3,700 レーヌ プレーン20ｇ×1 ・マドレーヌ ココア
20ｇ×1 ・ごまクッキー14ｇ×1 ・アーモンドプ
ラリネクッキー13ｇ×1 ・チョコチップクッキー

2

各2袋）

商品
コード

商

品

名

ポイント数

備

考

028

「天のつぶ」使用 限定酒 純米吟醸
神谷（かべや） ７２０ｍｌ ２本セッ
ト

【内容量】720ｍｌ×2本
【アルコール度数】15％
4,200 【精米歩合】60％
【容器】瓶（茶色）
【原料米】福島県いわき市神谷地区産米100％（日本晴）

029

福島土湯源泉仕込み温泉卵 森山 多彩
な味いろいろおんせんたまごセット（６
種２６品 計１５８０ｇ）

・ガンバ卵ショ6個・たまご美人6個・ガンバル燻2
4,400 個・キミがいちばん4個・卵卵ポテト4個・卵卵プリ
ン4個 賞味期限：14日

030

かまぼこの貴千 かまぼこ詰め合わせ
セット４５００（かに甲らかまぼこ・魚
さし等 １２品） 計835ｇ

・紅板1本 約230g×1・魚さし1本 約100g×1・ボーノ棒1
個(イカ＆ペッパー)約115ｇ×1・かに甲らかまぼこ1個
4,500 約20g×1・贅沢チーズ1個 約20g×1・贅沢明太マヨ1個
約20g×1・贅沢ツナマヨ1個 約20g×1・豆腐かまぼこ絹1
個 約40g×1・さんまのぽーぽー焼風蒲鉾1枚 約90g×1・

031

渡辺養蜂場 季節の自家採りハチミツ６
種セット（アカシア・クローバー・山桜
等）６種各１個 計３００ｇ

4,500

032

明治四拾年創業 白河が誇る老舗和菓子
店 大黒屋 マシュマロ・プリン１０個
入り ５箱セット

4,700 10個入り×5箱

033

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ 焼菓子ギ
フトＭ（フィナンシェ・マドレーヌ等）
計１０種１３個入 計４６０ｇ

・モミノキのフィナンシェ40g×2 ・ブラックココアの
ハートのフィナンシェ40g 1・マドレーヌ プレーン20g
×1 ・マドレーヌ ココア20g×1 ・フロランタン25g×
3 ・ごまクッキー14g×1 ・アーモンドプラリネクッ
4,800 キー13g ×1・チョコチップクッキー12g×1・プレーン
クッキー（卵なし）13g×1
・紅茶のクッキー（卵なし）13g×1
13個入り 計
460g

034

喜多方 老舗製麺所
職人１０食２セット

麺140ｇ×10、たまり本醸造醤油味スープ50ｇ×5、
5,000 荒ごし味噌味スープ63ｇ×3、喜多方塩味スープ50
ｇ×2のセットを２箱。

035

小原酒造 蔵粋 ミニスリムセット１８
０ｍｌ×６本（マエストロ大吟醸 純米
大吟醸 大吟醸 吟醸酒など）

●蔵粋マエストロ(マエストロ大吟醸) ●蔵粋フルート
(純米大吟醸) ●蔵粋チェロ(大吟醸) ●蔵粋ハープ(純
5,000 米酒) ●蔵粋バイオリン(吟醸酒) ●蔵粋ピアノ(特別
本醸造) 各180ml 各1本

036

渡辺酒造本店 雪小町 大吟・純吟原酒
セット【技わざ】３００ｍｌ×６本

5,000

●雪小町 大吟醸美山錦300ml×3
醸原酒300ml×3

037

渡辺酒造本店 雪小町 吟醸純米焼酎飲
み比べセット【撰せん】（３種）３００
ｍｌ×各２本

5,000

●雪小町 吟醸生貯蔵酒300ml×2 ●雪小町 純米吟
醸原酒300ml×2 ●純米焼酎類蔵25度300ml×2

038

大正元年創業 老舗牛乳店 木村ミルク
ジェラートセット（各１２０ｍｌ×１０
個／ミルク５・抹茶５）

5,000

●ミルクジェラート120ml×5
ト120ml×5

039

大正元年創業 老舗牛乳店 木村ミルク
ジェラートセット（各１２０ｍｌ×８個
／ミルク４・抹茶２・苺２）

5,000

●ミルクジェラート120ml×4 ●宇治抹茶ジェラー
ト120ml×2 ●ミルク苺ジェラート120ml×2

040

大正元年創業 老舗牛乳店 木村ミルク
ジェラートセット（各１２０ｍｌ×１０
個／ミルク５・苺５）

5,000

●ミルクジェラート120ml×5
ト120ml×5

041

角屋そうすけ うつくしまえごま豚 そ
うすけ漬け モモ肉（赤身）１１０ｇ×
６枚

5,000 110g×6枚

042

角屋そうすけ
ｇ×７枚

5,000 110g×7枚

朝日屋

伊達鶏味噌漬け

ラーメン

１１０

3

蜂蜜(桜と菜の花、赤アカシヤ、山桜、藤、仲秋の
百花蜜、そば)50ｇ×6 容器：瓶

●雪小町 純米吟

●宇治抹茶ジェラー

●ミルク苺ジェラー

商品
コード

043

044

商

品

名

ポイント数

昭和フーズ 福島県昭和村産えごま使用
じゅうねんドレッシング２００ｍｌ×１
０本セット

備

5,400 200ｍｌ

考

10本

・紅板/白板(各1本)各約230g・珍味かまぼこ1個(かに)約
220g・魚さし1本 約100g×1・ボーノ棒1個(バジルチキ
ン)約115g×1・贅沢チーズ1個 約20g×1・贅沢明太マヨ1
個 約20g×1・贅沢ツナマヨ１個 約20g×1・豆腐かまぼ
5,500 こ絹１個 約40g×1・さんまのぽーぽー焼風蒲鉾1枚 約
90g×1・キンキ焼きかまぼこ1枚 約45g×1・かつおのた
たき風蒲鉾1枚 約90g×1・金目鯛焼きかまぼこ1枚 約45g
×1・めひかり焼きかまぼこ1枚 約45g×1 計13品。

かまぼこの貴千 かまぼこ詰め合わせ
セット5500（魚さし・珍味かまぼこ等）
21品 計1255ｇ

045

渡辺酒造本店 雪小町 大吟醸生原酒
セット【生き】３００ｍｌ×６本

5,500

046

いわきの郷土料理「うにの貝焼き」６個
セット計３００ｇ

5,500 うにの貝焼き（50ｇ×6ケ）

047

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ 生チョコ
風ガトーショコラ１８ｃｍ ４９０ｇ１
個

5,600 直径18ｃｍ

490ｇ

1個

048

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ 濃厚ベイ
クドチーズケーキ２１ｃｍ ７１０ｇ
１個

5,600 直径21ｃｍ

710ｇ

1個

049

松島ブリューイングカンパニー 奥州仙
台 伊達政宗麦酒 3種飲み比べセット
各300ｍｌ 計9本

【内容量】300ｍｌ×9本
5,600 【アルコール度数】5％
【容器】缶

050

会津継承米氏郷（無農薬 無化学肥料）
コシヒカリ精米（白米）５ｋｇ

6,000 コシヒカリ精米（白米）5kg

051

角屋そうすけ
×６枚

6,500 110g×6枚

牛肉味噌漬け

１１０ｇ

●雪小町大吟醸生原酒300ml×3
醸生原酒300ml×3

●雪小町純米大吟

052

手作り無添加 ＳＡＫＵＲＡ 焼菓子ギ
フトＬ（フィナンシェ・マドレーヌ等
計１３種２７個入）計７６０ｇ

・モミノキのフィナンシェ40ｇ×3 ・ブラックココアの
フィナンシェ40ｇ×2 ・マドレーヌ プレーン20ｇ×2
・マドレーヌ ココア20ｇ×1 ・フロランタン25ｇ×2
・ごまクッキー14ｇ×2 ・アーモンドスライスクッキー
6,900 13ｇ×2 ・ココアスライスアーモンドクッキー13ｇ×2
・アーモンドプラリネクッキー13ｇ×2 ・チョコチップ
クッキー12ｇ×2 ・ブラックココアのチョコチップクッ
キー13ｇ×2 ・プレーンクッキー（卵なし）13ｇ×3
・紅茶のクッキー（卵なし）13ｇ×2
27個入り計760g

053

老舗鮮魚店の海鮮干しカレイ・キンキ・
めひかり等

カレイ干し（スコットランド産120ｇ以上）2枚・キンキ
開き（カナダ産150ｇ以上）1枚・サバ開き（ノルウエー
7,000 産300g以上）2枚・ホッケ開き（ベーリング海産400ｇ以
上）2枚・目光丸干し（宮城県沖約300ｇ）

054

喜多方 老舗製麺所 朝日屋 麺道楽８
食入り（生麺・スープ・チャーシューブ
ロック・メンマ）×２セット

麺170ｇ×8、醤油スープ50g×4、味噌スープ63g×
7,000 4、メンマ80ｇ×2、チャーシュー1本（約400ｇ）の
セットを２箱。

055

いわきチョコレート 累計販売数45万箱
突破の「めひかり塩チョコ」５箱セット

7,000 内容：1箱10個入り（箱：縦15,2cm×横15,2cm）

056

タンポポ村 北米産トラウトサーモン使
用 スモークサーモン８０ｇ×１０袋
セット

7,000 80ｇ×10

4

商品
コード

商

品

名

ポイント数

純米焼酎 類蔵

備

考

057

渡辺酒造本店 雪小町
７２０ｍｌ×２本

058

・特別アマデウス蔵粋・純米協奏曲・大
吟醸交響曲 各７２０ｍｌ×３本

7,000 720ml3本

059

山都産の蕎麦使用 本格そば焼酎「かお
り」７２０ｍｌ×３本セット

7,000 720ｍｌ3本

060

３日間分防災グッズ１２点（ふるさとマ
ルシェ安心サバイバルＡ）非常食+１１種
計１２個入

061

木村ミルク

062

ノーベル 夢見ポーク使用 オール金メ
ダルセット（ハムやソーセージのセッ
ト）

8,000

063

喜多の華酒造場 特別純米酒 太極拳の
まち喜多方７２０ｍｌ×５本セット

8,000 720ml5本セット

064

フードプランニング
昧セット×２箱

9,000 えごま豚の肩ﾛｰｽ・ﾊﾞﾗ・ﾓﾓ各200g×2

065

「天のつぶ」使用 限定酒 純米吟醸
神谷（かべや）と原酒の２本セット 各
1,800ｍｌ

066

会津たかさと 天然アルカリイオン水
きたかたの幸水５００ｍｌ ２４本×２
箱

10,000 500ml２４本×２セット

067

会津継承米氏郷（減農薬 減化学肥料）
コシヒカリ精米（白米）５ｋｇ×２

10,000 コシヒカリ精米（白米）5kg×2

069

伊達水蜜園 紅玉りんごジュース１,００
０ｍｌ×３本セット ２箱セット 計６
０００ｍｌ

10,000 【内容量】1000ml×6本

071

渡辺酒造本店 雪小町 酒通・果（特製
梅酒・特製青苺酒）各７２０ｍｌ×各３
本 計６本

12,000

073

タンポポ村 北米産トラウトサーモン使
用 スモークサーモン８０ｇ×２０袋
セット

13,000 80ｇ×20

074

会津継承米氏郷（無農薬 無化学肥料）
コシヒカリ白米・玄米セット各５ｋｇ計
１０ｋｇ

13,000 コシヒカリ精米（白米）5kg コシヒカリ玄米5kg

7,000 類蔵２５度720ｍｌ・類蔵４０度720ｍｌ各一本

災害対策用品コンパクトキット（３日分救難食糧、携帯
トイレ、非常用保温具、防護マスク、セーフティーライ
7,000 ト、非常用飲料水、圧縮タオル＆軍手、ナップサック、
キズバンド、ハンディポンチョ、防災ポケットマニュア
ル、ホイッスル 各１ケ）
・パスチャライズ牛乳×1 内容量：500ml
・パスチャライズ・カフェオレ×1 内容量：500ml
・のむヨーグルトいちご×1 内容量：500ml
5,000 ・のむヨーグルト命の雫×1 内容量：500ml
・カフェラッテプリン×3 内容量：90g
・こだわりヨーグルト（加糖）×2 内容量：140g

充実セット

贅沢な豚しゃぶ三

厚木ロースハム500g 黒豚あらびきウインナー115g
ガーリックウインナー130g トマテンリヨナー260g

【内容量】1,800ｍｌ×2本
【アルコール度数】15％ 原酒16％
7,700
【精米歩合】60％
【容器】瓶

5

雪小町特製梅酒
ルーベリー）酒

720ml×3、雪小町特製青苺（ブ
720ml×3

商品
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商

品
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１８００

考

075

山口合名会社
ｍｌ×６本

076

渡辺酒造本店 雪小町 酒通・拘 （純
米酒・特別本醸造）各１８００ｍｌ×各
３本 計６本

14,000

雪小町純米酒1800ml×3、雪小町特別本醸造1800ml
×3

078

渡辺酒造本店 雪小町 酒通・雅（手造
吟醸酒・特別純米酒）各１８００ｍｌ×
各３本 計６本

16,000

雪小町手造り吟醸酒
酒 1800ml×3

079

渡辺酒造本店 雪小町 酒通・辛（厳選
辛口・特別純米辛口）各１８００ｍｌ×
各３本 計６本

16,000

雪小町厳撰辛口1800ml×3、雪小町特別純米辛口
1800ml×3

080

渡辺酒造本店 雪小町 酒通・粋（純米
酒）１８００ｍｌ×６本

16,000 雪小町純米酒

081

山口合名会社
０ｍｌ×６本

16,000 1800ml6本

082

渡辺養蜂場 国産純正ローヤルゼリー「王
乳の雫」10カプセル入り

17,000 カプセル（女王蜂の幼虫入り）10ｇ×10個

083

鈴善漆器店 黒 二ツ引タンス 四季彩
花（Ｗ２６×Ｄ２０×Ｈ１９ｃｍ）

18,000 W26.0×D20.5×H18.7cm

084

３日間分防災グッズ５点×４人分＆多機
能型手回ラジオライト

災害対策用品コンパクトキット（３日分救難食糧、
非常用飲料水、非常用保温具、防護マスク、軍手、
18,000
各1）×4、手回式充電ラジオ（携帯電話充電機能付
き）×１

085

渡辺酒造本店 雪小町 酒通・華（大吟
醸美山錦・純米吟醸５５）各１８００ｍ
ｌ×各３本 計６本

19,000

雪小町大吟醸美山錦造り
吟醸55 1800ml×3

086

渡辺酒造本店 雪小町 酒・彩（純米焼
酎 類蔵・純米吟醸５５・純米酒）各１８
００ｍｌ×各２本 計６本

19,000

雪小町純米焼酎類蔵 1800ml×2、雪小町純米吟醸
55 1800ml×2、雪小町純米酒 1800ml×2

087

「天のつぶ」使用 限定酒 純米吟醸
神谷（かべや）原酒 1,800ｍｌ×６本
セット

【内容量】1,800ｍｌ×6本
【アルコール度数】16％
22,500
【精米歩合】60％
【容器】瓶

088

鈴善漆器店 尺二加伏文庫
５×Ｄ２７×Ｈ１１ｃｍ）

26,000 W35.5×D27.0×H11.0cm

089

３日間分防災グッズ５点×１人分＆多機
能型手回ラジオライト＆１００回分携帯
トイレ

090

３日間分防災グッズ１２点×１人分＆多
機能型手回ラジオライト＆１００回分携
帯トイレ

会州一

辛口

備

純米酒

14,000 1800ml6本

１８０

牡丹（Ｗ３

1800ml×3、雪小町特別純米

1800ml×6

1800ml×3、雪小町純米

災害対策用品コンパクトキット（３日分救難食糧、非常
用飲料水、非常用保温具、防護マスク、軍手）、手回式
26,000 充電ラジオ（携帯電話充電機能付き）×１、携帯トイレ
（１００回分）×１
内容：●災害対策用品コンパクトキット（3日分救難食
糧・携帯トイレ・非常用保温具・防護マスク・セーフ
ティーライト・非常用飲料水・圧縮タオル＆軍手・ナッ
27,000 プザック・キズバンド・ハンディポンチョ・防災ポケッ
トマニュアル 各一ケ）×１ ●手回式充電ラジオ（携
帯電話充電機能付き）×１ ●携帯トイレ（100回分）×
１
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091

３日間分防災グッズ１２点×４人分＆多
機能型手回ラジオライト

内容：●災害対策用品コンパクトキット（3日分救難食
糧・携帯トイレ・非常用保温具・防護マスク・セーフ
ティーライト・非常用飲料水・圧縮タオル＆軍手・ナッ
30,000 プザック・キズバンド・ハンディポンチョ・防災ポケッ
トマニュアル 各一ケ）×４ ●手回式充電ラジオ（携
帯電話充電機能付き）×１

092

鈴善漆器店 黒 二段ジュエリーＢＯＸ
四季彩花（Ｗ３３×Ｄ２６×Ｈ１７ｃ
ｍ）

31,000 W33.0×D25.8×H16.7cm

093

３日間分防災グッズ５点×４人分＆多機
能型手回ラジオライト＆１００回分携帯
トイレ

094

３日間分防災グッズ１２点×４人分＆多
機能型手回ラジオライト＆１００回分携
帯トイレ

097

防災グッズ
箱

099

100

災害対策用品コンパクトキット（３日分救難食糧、非常
用飲料水、非常用保温具、防護マスク、軍手、各1）×
36,000 4、手回式充電ラジオ（携帯電話充電機能付き）×１、携
帯トイレ（１００回分）×１
内容：●災害対策用品コンパクトキット（3日分救難食
糧・携帯トイレ・非常用保温具・防護マスク・セーフ
ティーライト・非常用飲料水・圧縮タオル＆軍手・ナッ
46,000 プザック・キズバンド・ハンディポンチョ・防災ポケッ
トマニュアル 各一ケ）×４ ●手回式充電ラジオ（携
帯電話充電機能付き）×１ ●携帯トイレ（100回分）×
１

１００回分携帯トイレ×４

65,000 災害対策用１００回分携帯トイレを４箱セット

３日間分防災グッズ１２点×１２人分

内容：●災害対策用品コンパクトキット（3日分救難食
糧・携帯トイレ・非常用保温具・防護マスク・セーフ
78,000 ティーライト・非常用飲料水・圧縮タオル＆軍手・ナッ
プザック・キズバンド・ハンディポンチョ・防災ポケッ
トマニュアル 各一ケ）×１２

３日間分防災グッズ１２点×４人分＆ガ
イガーカウンター＆多機能型手回ラジオ
ライト＆１００回分携帯トイレ

内容：●災害対策用品コンパクトキット（3日分救難食
糧・携帯トイレ・非常用保温具・防護マスク・セーフ
ティーライト・非常用飲料水・圧縮タオル＆軍手・ナッ
96,000 プザック・キズバンド・ハンディポンチョ・防災ポケッ
トマニュアル 各一ケ）×４ ●手回式充電ラジオ（携
帯電話充電機能付き）×１ ●携帯トイレ（100回分）×
１ ●ガイガーカウンター（1個）
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