
   

 

 

Ａ－３ 

Ａ－４ 

プロ野球選手使用の最高級のグラブの革から作っ

た名刺ケースです。 

コーティングをせず染色のみの革のため、革本来の

風合いを楽しめ、使い込めば良い味が出て自分色に

染まっていきます。 

お色は４色（キャロット・ピンク・ショコラ・ブラ

ック）からお選びください。 

標準色は「キャロット」です。その他の色をご選択

いただく場合はその旨ご記入ください。 

Ｗ１１ｃｍ×Ｈ８ｃｍ 

提供：(株)ＪＵＮＫＥＩ－ＧＬＯＶＥ 

米粉ロールケーキと、自然の草木を使って染めたハ

ンカチ（色指定不可）１枚のセットです。中のクリー

ムは毎月味が変わります。消費期限は製造日より２

日です。 

提供：喫茶みそらや 

自然の草木を使って染めた絹の草木染ショール（Ｗ

25ｃｍ×L130ｃｍ）1 つとこぼし染ハンカチ（□

43ｃｍ）1 枚のセットです。（色指定不可）手作りの

為見本サイズと異なる場合があります。 

提供：工房七彩屋 

 

米粉ロールケーキ×こぼし染めハンカチ 

 

草木染ショール×こぼし染ハンカチ 

 

Ａコース ご寄付金額が５千円以上１万円未満の方 １品お選びください。 

名刺ケース 

 

ペンケース 

 

Ａ－１ Ａ－２ 

プロ野球選手使用の最高級のグラブの革から作っ

たペンケースです。 

ドロップ型の穴にペンを差し込めばかさばらず、

バッグの中でペンを探す手間もなく、スマートで

スタイリッシュなペンケースです。 

お色は４色（キャロット・ピンク・ショコラ・ブラ

ック）からお選びください。 

標準色は「キャロット」です。その他の色をご選択

いただく場合はその旨ご記入ください。 

Ｗ7.2ｃｍ×Ｈ17ｃｍ 

提供：(株)ＪＵＮＫＥＩ－ＧＬＯＶＥ 



  

Ａ－６ 

米ぬか靴下（オレンジセット） 

 

米ぬか靴下（オリーブセット） 

 

履くだけでかかとケア！多数のメディアで紹介されている米

ぬか靴下。米ぬかの天然成分を練りこんだ新素材「米ぬか繊

維ＳＫ」は兼業農家の鈴木靴下（三宅町）が独自開発。左か

らメッシュソックス・足首ゆったりボーダー・アンクレット

のレディース３点セット。 

ご希望により、商品の中から 2 点を 5 本指パ ンプスイン・

パンプスイン・くるぶし丈ソックスに変更することができま

す。変更する場合はその旨ご記入ください。 

色はオレンジとオリーブの２色があります。 

提供：(株)鈴木靴下 

Ａ－５ 

Ａ－７ 

グローブの革から作ったコインケースです。色は３

色(赤オレンジ・ブラック・タン）からお選びくださ

い。標準色は「赤オレンジ」です。その他の色をご

選択いただく場合はその旨ご記入ください。 

Ｗ１０ｃｍ×Ｈ６．５ｃｍ 

提供：吉川清商店 

Ａ－８ 

グローブの革から作ったマウスパッドです。色は

３色（赤オレンジ・ブラック・タン）からお選び

ください。標準色は「赤オレンジ」です。その他

の色をご選択いただく場合はその旨ご記入くだ

さい。 

Ｗ１３ｃｍ×Ｈ１８ｃｍ 

提供：吉川清商店 

Ａ－９ 

グローブの革から作ったマルチケースです。スマー

トフォンや携帯用音楽プレーヤー等にぴったりで

す。色は３色（赤オレンジ・ブラック・タン）から

お選びください。標準色は「赤オレンジ」です。そ

の他の色をご選択いただく場合はその旨ご記入く

ださい。 

Ｗ１３ｃｍ×Ｈ１８ｃｍ 

提供：吉川清商店 

コインケース 

 

マウスパッド 

 

マルチケース 

 

Ａコース ご寄付金額が５千円以上１万円未満の方 １品お選びください。 



Ａ－ 

  

Ａコース ご寄付金額が５千円以上１万円未満の方 １品お選びください。 

Ａ－１０ 

貼るだけで日射熱・紫外線をブロックしてくれ

るシートです。（白色・無地３枚入り） 

Ｗ３０ｃｍ×Ｈ９５ｃｍ  

提供：日本テキスタイル(株) 

 

貼るだけ簡単ピタッとくん 

 

Ａ－１１ 

三宅産米ヒノヒカリ５ｋｇ 

 
屯倉（みやけ）の地で、太陽と吉野川分水のきれい

な水が育てた光沢と香りの良い粘りのある美味し

いお米です。（平成２８年分） 

提供：上松米穀店 

Ａ－１２ 

テッチャン鍋セット 

 
テッチャン４００ｇ、センマイ３００ｇ、ツラ

ミ３００ｇ、鍋の素１袋のお得なセットです。 

提供：山口精肉店 



１ 

 

  

Ｂコース ご寄付金額が１万円以上５万円未満の方 １品お選びください。 

無添加ハム・ソーセージ詰め合わせ 

 

ロースハムブロック１つ、ショルダーベーコン１つ、

ソーセージ３種（粗挽き、スパイシー、にんにくバジ

ル）を各４本ずつ、粒マスタードの無添加セットで

す。賞味期限：製造日より 20 日 

提供：ハムソーセージ工房ぷあん 

 

絹と綿の糸を使ったさをり織りｼｮｰﾙです。手織り

風合いと温かさをお楽しみください。手織りのた

め、見本ｻｲｽﾞと異なる場合がございます。色指定

不可。Ｗ36ｃｍ×L170ｃｍ 

提供：工房七彩屋 

手織りショール 

 

紫外線カット率９９％！大きめサイズで持ち手の

ボタンを押すだけの折り畳み式ワンタッチ。アクセ

ントカラーはオレンジかイエローのどちらかお選

び頂けます。標準色は「オレンジ」です。その他の

色をご選択いただく場合はその旨ご記入ください。 

※日傘ご使用の際は、同封の取扱説明書をご覧くだ

さい。      提供：日本テキスタイル(株) 

 

米ぬか靴下・アームカバーセット（夏セット） 

 

米ぬか靴下・おやすみ手袋セット（冬セット） 

 

Ｂ－１ Ｂ－２ 

左から、足首ゆったり無地（米ぬかシリコン付）・足首

ゆったりボーダー赤（米ぬかシリコン付）・足首ゆった

りボーダーオリーブのレディース３点と、おやすみ手

袋１組、メンズリブソックス米ぬかシリコン付）のセ

ットです。        提供：(株)鈴木靴下 

 

 

左から、さらっと米ぬかアームカバー、足首ゆったり

ボーダー（米ぬかシリコン付）・ドットフリル・五本指

のレディースの４点と、ビジネスにも最適なメンズリ

ブソックスのさわやか夏セットです。 

提供：(株)鈴木靴下 

Ｂ－５ 

ご希望により、Ａー５、Ａ－６、Ｂ－４、

Ｂ－５の商品の中から２点を上記の５本指

パンプスイン・パンプスイン・くるぶし丈

ソックスに変更することができます。変更

する場合はその旨ご記入ください。 

５本指 

Ｂ－４ 

Ｂ－３ 遮熱ＵＶカット日傘ワンタッチ 

 



 

  

Ｂコース ご寄付金額が１万円以上５万円未満の方 １品お選びください。 

Ｂ－６ 

三宅産米ヒノヒカリ１４ｋｇ 

 

屯倉（みやけ）の地で、太陽と吉野川分水のきれい

な水が育てた光沢と香りの良い粘りのある美味し

いお米です。（平成２８年分）提供：上松米穀店 

Ｂ－７ 焼き肉セット 

 
適度な脂と旨味ののった焼肉セットです。 

牛カルビ３００ｇ、牛ロース３００ｇ 

提供：山口精肉店 

 

Ｂ－８ 
すきやきセット 

 

すきやきに最適なきめ細かくとろけるような牛ロ

ースのスライスを５００ｇお届けします。 

提供：山口精肉店 

 

Ｂ－９ 

豚しゃぶセット 

 

噛むたびに甘みの広がる豚しゃぶ用肉２種類のセッ

トです。 

豚バラスライス１ｋｇ・豚ローススライス１ｋｇ 

提供：山口精肉店 

 

Ｂ－１０ 

冬虫夏草パウダー 

 

Ｂ－１１ 

ドッグフード（糖＆脂ｺﾝﾄﾛｰﾙ） 

 
免疫力の増加や老化防止に特化しており、冬虫夏草

に含まれるβグルカンは一般のキノコの１７０

倍！パウダーなので摂取しやすく老若男女におす

すめの商品です。    提供：大和菌学研究所 

糖＆脂ｺﾝﾄﾛｰﾙに最適、ワンちゃんの健康を考え

る飼い主さんにおすすめのドッグフード！お得

な１ｋｇ×２袋セットです。 

提供：大和菌学研究所 



  

  

Ｂコース ご寄付金額が１万円以上５万円未満の方 １品お選びください。 

Ｂ－１２ 

軟式少年用グローブ 

 

硬式上位モデルを作っている職人が丹精込めて

作りました。色は４色（赤オレンジ・ブラック・

タン・イエロー）のなかからお選びください。 

受注生産のため、お申込（ご入金手続き）いただ

いてから約 2～3 ヶ月発送までにお時間いただ

きます。 

標準仕様は「赤オレンジ」で、右投げ用です。そ

の他の色、左投げ用をご選択いただく場合はそ

の旨ご記入ください。 

※小学校中学年～高学年向け 

※こちらに記載されている以上の仕様変更等は

承っておりません。あらかじめご了承ください。

提供：吉川清商店 



 

  

Ｃコース ご寄付金額が５万円以上の方 １品お選びください。 

硬式グローブ内野手用 
オールラウンド用 

 

硬式グローブ投手用 

 

Ｃ－１ Ｃ－２ Ｃ－３ 

硬式グローブ外野手用 

 

Ｃ－４ 

硬式グローブユース内野手用 

 芯柔らかめ対応可、手口小さ目変更可。

本格投手派を小降りに設計したタイプ

です。 

グラブサイズ１３、ブラック・キャロッ

トの２色からお選びください。 

標準仕様は、色が「キャロット」、芯・

手口通常、右投げ用です。 

その他の色、芯柔らかめ、手口小さ目、

左投げ用をご選択いただく場合はその

旨ご記入ください。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

『日本少年野球連盟指定商品』 

提供：(株)ＪＵＮＫＥＩ－ＧＬＯＶＥ 

芯柔らかめ対応可、手口小さ目変更可。

深いポケットを正面に設計したタイプ

です。 

グラブサイズ１１、ブラック・キャロッ

トの２色からお選びください。 

標準仕様は、色が「キャロット」、芯・

手口通常、右投げ用です。 

その他の色、芯柔らかめ、手口小さ目、

左投げ用をご選択いただく場合はその

旨ご記入ください。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

『日本少年野球連盟指定商品』 

提供：(株)ＪＵＮＫＥＩ－ＧＬＯＶＥ 

芯柔らかめ対応可、手口小さ目変更可。

大きく開閉しやすく設計しています。 

グラブサイズ１６、ブラック・キャロッ

トの２色からお選びください。 

標準仕様は、色が「キャロット」、芯・

手口通常、右投げ用です。 

その他の色、芯柔らかめ、手口小さ目、

左投げ用をご選択いただく場合はその

旨ご記入ください。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

『日本少年野球連盟指定商品』 

提供：(株)ＪＵＮＫＥＩ－ＧＬＯＶＥ 

 

芯柔らかめ対応可、手口小さ目変更可。 

グラブサイズ８、ブラック・キャロット

の２色からお選びください。 

標準仕様は、色が「キャロット」、芯・手

口通常、右投げ用です。 

その他の色、芯柔らかめ、手口小さ目、

左投げ用をご選択いただく場合はその

旨ご記入ください。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじめ

ご了承ください。 

『日本少年野球連盟指定商品』 

提供：(株)ＪＵＮＫＥＩ－ＧＬＯＶＥ 

 



  

Ｃ－５ 

硬式グローブ少年用内野手用 
オールラウンド用 
 

Ｃ－６ 

硬式グローブ投手用 

 

Ｃ－７ 

硬式グローブ内野手用 

 

Ｃ－８ 

硬式グローブ外野用 

 芯柔らかめ対応可、手口小さ目変更可。 

グラブサイズ７、ブラック・キャロット

の２色からお選びください。 

標準仕様は、色が「キャロット」、芯・

手口通常、右投げ用です。 

その他の色、芯柔らかめ、手口小さ目、

左投げ用をご選択いただく場合はその

旨ご記入ください。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

『日本少年野球連盟指定商品』 

提供：(株)ＪＵＮＫＥＩ－ＧＬＯＶＥ 

丈夫で軽い和牛レザーを使用。４色（赤

オレンジ・ブラック・タン・イエロー）

からお選びください。 

受注生産のため、お申込（ご入金手続

き）いただいてから約 2～3 ヶ月発送

までにお時間いただきます。 

標準仕様は、色が「赤オレンジ」で、右

投げ用です。 

その他の色、左投げ用をご選択いただ

く場合はその旨ご記入ください。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：吉川清商店 

これ１つで内野全般をこなせる万能モ

デルです。４色（赤オレンジ・ブラック・

タン・イエロー）からお選びください。 

受注生産のため、お申込（ご入金手続

き）いただいてから約 2～3 ヶ月発送

までにお時間いただきます。 

標準仕様は、色が「タン」で右投げ用で

す。 

その他の色、左投げ用をご選択いただ

く場合はその旨ご記入ください。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：吉川清商店 

球際でいかにボールを落とさないか考

えられたモデルです。４色（赤オレン

ジ・ブラック・タン・イエロー）からお

選びください。 

受注生産のため、お申込（ご入金手続

き）いただいてから約 2～3 ヶ月発送

までにお時間いただきます。 

標準仕様は、色が「イエロー」で、右投

げ用です。 

その他の色、左投げ用をご選択いただ

く場合はその旨ご記入ください。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：吉川清商店 

Ｃコース ご寄付金額が５万円以上の方 １品お選びください。 



 

  

Ｃコース ご寄付金額が５万円以上の方 １品お選びください。 

Ｃ－９ 

硬式キャッチャーミット 

 

Ｃ－１０ 

硬式ファーストミット 

 

Ｃ－１１ 

硬式ピッチャー用グローブ 

 

Ｃ－１２ 

硬式サード用グローブ 

 本体カラー４色（赤オレンジ・ブラッ

ク・ライトオレンジ・ライム）からお選

びください。 

レース（紐）は本体同系色か、ブラック

又はタンからお選びください。 

標準仕様は、本体の色が「ブラック」、

レース（紐）の色が「タン」で、右投げ

用です。 

それぞれその他の色、左投げ用をご選

択いただく場合はその旨ご記入くださ

い。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：アサダスポーツ 

本体カラー４色（赤オレンジ・ブラッ

ク・ライトオレンジ・ライム）からお選

びください。 

レース（紐）は本体同系色か、ブラック

又はタンからお選びください。 

標準仕様は、本体の色が「ブラック」、

レース（紐）の色が「タン」で、右投げ

用です。 

それぞれその他の色、左投げ用をご選

択いただく場合はその旨ご記入くださ

い。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：アサダスポーツ 

本体カラー４色（赤オレンジ・ブラッ

ク・ライトオレンジ・ライム）からお選

びください。 

レース（紐）は本体同系色のみです。 

標準仕様は、色が「赤オレンジ」、右投

げ用です。 

その他の色、左投げ用をご選択いただ

く場合はその旨ご記入ください。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：アサダスポーツ 

本体カラー４色（赤オレンジ・ブラッ

ク・ライトオレンジ・ライム）からお選

びください。 

レース（紐）は本体同系色か、ブラック

又はタンからお選びください。 

標準仕様は、本体の色が「ブラック」、

レース（紐）の色が「タン」で、右投げ

用です。 

それぞれその他の色、左投げ用をご選

択いただく場合はその旨ご記入くださ

い。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：アサダスポーツ 



 

  

Ｃコース ご寄付金額が５万円以上の方 １品お選びください。 

Ｃ－１３ 

硬式サード用グローブ小型 

 

Ｃ－１４ 

硬式ｾｶﾝﾄﾞ・ｼｮｰﾄ用ｸﾞﾛｰﾌﾞ 

 

Ｃ－１５ 

硬式ｾｶﾝﾄﾞ・ｼｮｰﾄ用ｸﾞﾛｰﾌﾞ小型 

 

Ｃ－１６ 

硬式グローブ外野手用 

 本体カラー４色（赤オレンジ・ブラッ

ク・ライトオレンジ・ライム）からお選

びください。 

レース（紐）は本体同系色か、ブラック

又はタンからお選びください。 

標準仕様は、本体の色が「ブラック」、

レース（紐）の色が「タン」で、右投げ

用です。 

それぞれその他の色、左投げ用をご選

択いただく場合はその旨ご記入くださ

い。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：アサダスポーツ 

本体カラー４色（赤オレンジ・ブラッ

ク・ライトオレンジ・ライム）からお選

びください。 

レース（紐）は本体同系色か、ブラック

又はタンからお選びください。指先の

みが１ｃｍ短い仕様となっておりま

す。 

標準仕様は、本体の色が「赤オレンジ」、

レース（紐）の色が「タン」で、右投げ

用です。 

それぞれその他の色、左投げ用をご選

択いただく場合はその旨ご記入くださ

い。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：アサダスポーツ 

本体カラー４色（赤オレンジ・ブラッ

ク・ライトオレンジ・ライム）からお選

びください。 

レース（紐）は本体同系色か、ブラック

又はタンからお選びください。 

標準仕様は、本体の色が「ライム」、レ

ース（紐）の色「タン」で、右投げ用で

す。 

それぞれその他の色、左投げ用をご選

択いただく場合はその旨ご記入くださ

い。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：アサダスポーツ 

本体カラー４色（赤オレンジ・ブラッ

ク・ライトオレンジ・ライム）からお選

びください。 

レース（紐）は本体同系色か、ブラック

又はタンからお選びください。指先の

みが１ｃｍ短いモデルです。 

標準仕様は、本体の色が「ライトオレン

ジ」、レース（紐）の色が「ブラック」

で、右投げ用です。 

それぞれその他の色、左投げ用をご選

択いただく場合はその旨ご記入くださ

い。 

※こちらに記載されている以上の仕様

変更等は承っておりません。あらかじ

めご了承ください。 

提供：アサダスポーツ 



  

オリジナル野球スパイク 

 

Ｃ－１７ Ｃ－１８ 

野球用トレーニングシューズ 

 

Ｃ－１９ 

クールブラインド 180cm×２本 
日傘セット 

Ｃ－２０ 

クールブラインド 195cm×２本 
日傘セット 

Ｃ－２１ 

クールブラインド 135cm×２本 
日傘セット 

サイズは 24.5～30.0ｃｍまで５ｍｍ刻みで作ります。サ

イズが分からない場合はサンプルをお貸ししますのでお

問い合わせください。サイズはアシックス様と同等です。 

提供：ジャガーズ創工(株) 

サイズは 23.5～30.0ｃｍまで５ｍｍ刻みで作ります。サ

イズが分からない場合はサンプルをお貸ししますのでお

問い合わせください。サイズはアシックス様と同等です。 

提供：ジャガーズ創工(株) 

窓に吊り下げるだけで日射熱役８１％＆紫外線９５％をカットするクールブラインドと日傘のセットです。日傘のアクセントカラーはオレンジかイエローのどちらかお

選び頂けます。日傘の標準色は「オレンジ」です。その他の色をご選択いただく場合はその旨ご記入ください。 

提供：日本テキスタイル(株) 

Ｃコース ご寄付金額が５万円以上の方 １品お選びください。 



 

ステーキ肉セット 

 

Ｃ－２５ 

Ｃコース ご寄付金額が５万円以上の方 １品お選びください。 

クールブラインド 180cm×２本 
ピタッとくんセット 

Ｃ－２２ 

クールブラインド 135cm×２本 
ピタッとくんセット 

Ｃ－２３ 

クールブラインド 195cm×２本 
ピタッとくんセット 

Ｃ－２４ 

Ｃ－２６ 

焼肉セット・大 

 

Ｃ－２７ 

冬虫夏草パウダー 

ハナビラタケパウダーセット 

窓に吊り下げるだけで日射熱役８１％＆紫外線９５％をカットするクールブラインドと簡単設置で快適になるピタッとくんセットです。 

提供：日本テキスタイル(株) 

余分な脂が少なく柔らかさが特徴のヒレステーキ

９００ｇと肉質・脂分・風味とも最高のサーロイン

ステーキ９００ｇの豪華なセットです。 

提供：山口精肉店 

 

豚バラ１ｋｇ、牛カルビ１ｋｇ、牛ロース１ｋｇ、

ホルモン５００ｇの豪華焼肉セットです。 

提供：山口精肉店 

 

幻のきのことも呼ばれているハナビラタケにはタン

パク質の他に食物繊維も豊富に含んでいます。栄養

はそのままに摂取しやすいパウダーになりました。 

提供：大和菌学研究所 



 

Ｃコース ご寄付金額が５万円以上の方 １品お選びください。 

Ｃ－２８ 

ハナビラタケパウダー 
ドッグフード（元気キープ）セット 

食物繊維を豊富に含むハナビラタケパウダーと元気

キープ用ドッグフードオイル付きがたっぷりセット

（１．１ｋｇ×６袋）になりました。 

提供：大和菌学研究所 

Ｃ－２９ 

三宅町オリジナル表札 A（桜の花バ
ージョン） 

三宅町オリジナル表札 B（あざさの
花バージョン） 

Ｃ－３０ 

ステンレス３ｍｍ厚のシンプルな表札を三宅町風に

アレンジしました。シンプルな形状とモダンなデザ

インが、スタイリッシュなエントランスにピッタリ

です。 

受注生産の為、お申込（ご入金手続き）いただいて

から発送まで２～３ヶ月かかる場合があります。名

字のみの記載です。 

標準仕様は、寄附いただいた方の名字になります。

それ以外の名字を希望される場合は、その旨ご記入

ください。 

※取り付けはご自身でしていただく必要がありま

す。 

Ｗ１５ｃｍ×Ｈ１５ｃｍ 

材質：ステンレス３ｍｍ厚 

文字加工：ステンレス腐食彫刻焼付塗装仕上げ 

提供：プロアート株式会社 

ステンレス３ｍｍ厚のシンプルな表札を三宅町風に

アレンジしました。シンプルな形状とモダンなデザ

インが、スタイリッシュなエントランスにピッタリ

です。 

受注生産の為、お申込（ご入金手続き）いただいて

から発送まで２～３ヶ月かかる場合があります。名

字のみの記載です。 

標準仕様は、寄附いただいた方の名字になります。

それ以外の名字を希望される場合は、その旨ご記入

ください。 

※取り付けはご自身でしていただく必要がありま

す。 

Ｗ１５ｃｍ×Ｈ１５ｃｍ 

材質：ステンレス３ｍｍ厚 

文字加工：ステンレス腐食彫刻焼付塗装仕上げ 

提供：プロアート株式会社 

品切れ中 品切れ中 


