
カタログ有効期限／2017年3月末　カタログコード5717

ふるさと納税 
お礼の品カタログ

ふるさと納税 感謝特典制度のご案内

寄附の申込みに関する
お問合せ

お礼の品に関するお問合せ

あま市役所 総務部 総務課 〒490-1292 愛知県あま市木田戌亥18番地1　
TEL.052-444-1711（受付時間 平日 8:30～17:15）  FAX.052-441-8330  メールアドレス furusatokifukin@city.ama.lg.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）

入金方法
ホームページ「ふるさとチョイス」からお申込み後、
Yahoo!公金支払いの決済画面からお願いいたします。

寄附者様宛てに払込取扱票を送付させていただきます。
最寄りの郵便局からお振込みください。
寄附者様宛に納付書を送付させていただきます。最寄りの金融機関からお振込み下さい。
＜お取扱いできる金融機関（全国の本・支店）は以下の通りです＞・三菱東京UFJ銀行・海部東農業協同組合・
愛知西農業協同組合・みずほ銀行・三井住友銀行・十六銀行・第三銀行・三重銀行・大垣共立銀行・名古屋
銀行・中京銀行・愛知銀行・岐阜信用金庫・愛知信用金庫・いちい信用金庫・中日信用金庫・東海労働金庫・ゆ
うちょ銀行又は郵便局（愛知、岐阜、三重、静岡県内）・あま市役所（本庁舎・甚目寺庁舎・七宝庁舎）

（送付先）〒490-1292　愛知県あま市木田戌亥18番地1　
あま市役所 総務部総務課 宛て

クレジットカード

払込取扱票

納付書

現金書留

手数料無料

手数料無料

手数料無料

書留料金は
ご負担ください。

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。 ●商品到着後の返品・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。 ●季節商品等はお届け情報をご確認ください。 ●冷蔵商品は発送前にご連絡いたします。 ●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。 ●カタログ掲載商品は印刷再現上、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。小物類は商品に含まれません。 ●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。 ●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

愛知県 あま市愛知県 あま市
あま市公認キャラクター
「あまえん坊」

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
金方法により、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」
は寄附申込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。

市公式ＨＰ　http://www.city.ama.aichi.jp/1098/5189/005915.html
ふるさとチョイス　http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/23237

あま市へ1万円以上のご寄附をいただいた皆様に。

●1万円以上のご寄附をいただいた方に、「お礼の品」を贈呈いたします。
●年度内、何回でもご利用いただけます。
●寄附金額に応じて、下記のパターンよりお選びいただけます。

<お礼の品コース選択>
【寄附金額10,000円以上の方】

①Aコース×1品
【寄附金額30,000円以上の方】

①Bコース×1品
②Aコース×3品

【寄附金額50,000円以上の方】
①Cコース×1品
②Aコース×2品とBコース×1品
③Aコース×5品

【寄附金額100,000円以上の方】
①Dコース×1品

【寄附金額500,000円以上の方】
①Eコース×1品

【寄附金額1,000,000円以上の方】
①Fコース×1品

あま市公認キャラクター
「あまえん坊」



1 2冷蔵便にてお届け冷蔵

　あま市は、広大な濃尾平野と木曽川水系の恩恵を受け、近郊農業を中心に発展してきた田
園風景の広がる緑豊かなまちです。また、蜂須賀小六正勝や福島正則ら戦国武将を輩出した
歴史背景や尾張四観音のひとつに数えられる甚目寺観音、江戸・明治を経て現代に引き継がれ
ている伝統と技の七宝焼のある自慢の環境は、私たちの日常生活に心の豊かさをもたらしています。
　あま市は、平成２２年３月の合併により誕生した新しい市であります。そして、平成２７年には、あ
ま市誕生５周年を記念して、一般公募により市の木と市の花を決定しました。
　市の木、ハナミズキは、花言葉の「永続性」にちなみ、あま市が永続的に繁栄するように、市
の花、ゆりは、清らかに見える中にも堂 と々していることから、これからのあま市が限りなく発展してい
く象徴となるように、との思いが込められています。
　あま市は、知名度という点で、まだまだ十分ではありませんが、一人でも多くの方に知っていた
だき、魅力を感じてもらえるようまちづくりに邁進してまいります。
　今後とも、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

愛知県あま市 

市長 村上 浩司

市の木、ハナミズキ（写真①・②）
春には花、秋には紅葉や赤い実が美しく、四季
折々の変化が楽しめます。
市の花、ゆり（写真③）
ゆりは数多くの種類があり、その独特の甘い香り
により誰もが癒されます。

①

愛知県あま市へご寄附をいただいた皆様に、
感謝を込めて贈ります。

商品番号 5717-0001
かぶとまい10kg（あいちのかおり）
●海部東農業協同組合 ●白米10kg
※10月中旬以降のお届けとなります。

「かぶとまい」の愛称はJA海部東が一般の方か
ら募集して決まりました。管内からは蜂須賀小六
正勝・福島正則等の戦国武将を輩出しており、
これら武将をイメージして「かぶとまい」のデザイ
ンを作成しました。

商品番号 5717-0005

商品番号 5717-0003

商品番号 5717-0004

商品番号 5717-0002

七宝みそラスクと
ミストラルおすすめ焼菓子詰め合わせ
●ミストラル（有） ●七宝みそラスク×10枚、シシリーレモンケーキ×
5個、ショコラマドレーヌ×5個

ご当地自慢・七宝みそ・しょうゆ詰め合わせ
●佐藤醸造（株） ●七宝赤だしみそ どえりゃ～名古屋のとんかつソース310ｇ×１個、旨辛万能調味
料みそスコ80ｇ×１個、七宝赤だしみそ どて煮150ｇ×3入り1個、献上味噌尾張赤だし500ｇ×１個、
豆腐のだし おちょこ 150㎖×１本

グランマルシュがお届けする
あま賑や菓子セット
●（株）ファミーユ　グランマルシュ ●甚目寺焼きマドレーヌ、生かす
ていら、あまクラシックレモン 各4ケ ※配送はクール便を使用

七宝みそ・しょうゆ詰め合わせ
●佐藤醸造（株） ●本搾り醤油 尾張１ℓ×１本、献上味噌尾張赤だし１ｋｇ×２個

七宝味噌を使用した特性ダレを
ラスクに塗って香ばしく焼き上
げた七宝みそラスクと、シシリー
レモンとピュアアーモンドを贅沢
に使ったシシリーレモンケーキ、
濃厚で風味豊かなショコラマド
レーヌを詰め合わせました。

ご当地の人気商品をよくばりに詰め込んだ、ご当地
自慢セットです。どて煮やみそかつのたれ、赤だしみ
そ。旨辛万能調味料「みそスコ」や七宝しょうゆのロ
ングセラー商品とうふ用しょうゆ「おちょこ」。これぞ
七宝みそ、しょうゆ！な人気商品の詰め合わせです。

しっとりとした大きめの「甚目
寺焼きマドレーヌ」、生クリー
ムを生地に混ぜて焼き上げた

「生かすていら」、昔ながらの
レモンケーキにレモンジャム
をはさんだ当店オリジナルの
「あまクラシックレモン」、人気の3点セットです。

創業明治七年 尾張七宝味噌、醤油蔵元 佐
藤醸造よりこだわりの調味料をお届けいたし
ます。こだわりの醤油「本搾り醤油 尾張」、古
式木桶仕込みで熟成製造された豆味噌に食
べやすく米味噌を加えた「献上味噌 尾張赤だ
し」の詰め合わせです。

冷蔵

Aコース
1万円以上

商品番号 5717-0006
原酒 千瓢・戦国七武将
●（有）たちばなや ●普通酒 原酒 1.8ℓ、アルコール度数21度

福島正則、蜂須賀小六正勝など、戦
国時代に７人もの大名を輩出したあま
市の歴史をテーマに、地元産減農薬
米で醸したこだわりの原酒。21度の度
数を持つ豊かな味わいの日本酒です。
冷や、またはロックでお楽しみください。

未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
未成年者のお申込みはご遠慮ください。

② ③
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商品番号 5717-0027
名古屋コーチン・匠味赤鶏 味噌漬け 詰め合わせ
●（株）さんわコーポレーション ●名古屋コーチン味噌漬（米こうじ）（140g）×１、名古屋コーチン味
噌漬（赤味噌）（140g）×１、赤鶏味噌漬（米こうじ）（140g）×１、赤鶏味噌漬（赤味噌）（140g）×１

独特の歯ごたえと旨味のある名古屋コーチンと、噛
めば噛むほど口の中で旨味とコクが広がる匠味赤
鶏の味噌漬けを詰め合わせました。

商品番号 5717-0030

商品番号 5717-0069

商品番号 5717-0067

商品番号 5717-0065

商品番号 5717-0068

商品番号 5717-0066

商品番号 5717-0029

商品番号 5717-0028

尾張七宝 タイ止メ グレー
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●ケース入り

尾張七宝 猫ブローチ（クロ）
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●約4.5cm×3cm

尾張七宝 猫ブローチ（チャ）
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●約4.5cm×3cm

尾張七宝 猫ブローチ（ブチ）
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●約4.5cm×3cm

尾張七宝 猫ブローチ（グレー）
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●約4.5cm×3cm

尾張七宝 猫ブローチ（シロ）
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●約4.5cm×3cm

尾張七宝 タイ止メ グリーン
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●ケース入り

尾張七宝 タイ止メ ピンク
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●ケース入り

優しい花柄の「タイ止メ」です。定番で
すので安心してお使いいただけます。

かわいいネコを有線七宝研磨仕上げ
でブローチにしました。

商品番号 5717-0009

商品番号 5717-0010

尾張七宝 ペンダント 蝶
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●ケース入り、チェーンの長さ約50cm

尾張七宝 ペンダント 肉球
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●ケース入り、チェーンの長さ約50cm

銀箔で蝶をデザインした七宝焼のペン
ダントです。

銀箔で肉球をデザインした七宝焼の
ペンダントです。

蝶

肉球

商品番号 5717-0026
名古屋コーチン味噌漬け 米こうじ
●（株）さんわコーポレーション 
●名古屋コーチン味噌漬け 米こうじ140ｇ×4

米こうじと白味噌をあま市の醸造所にて最大限に引き
出せるように独自ブレンドを行い、漬け込みました。電
子レンジ・オーブントースターで簡単に調理出来ます。

冷凍 冷凍
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5717-0065

5717-0066

5717-0067

5717-0068

5717-0069

商品番号 5717-0057

創業から約60年。ホルモン専
門卸売業者㈱井村食品が

「食味」＋「食感」＋「食音」＝
真の鮮度の方程式を皆様に
お伝えするため、ご家庭でもお
気軽にお召し上がりいただけ
ます名古屋もつ焼物語シリー
ズ2種をプロデュースしました。 
こちらのシリーズは刈谷ハイ
ウェイオアシスでもご好評い

ただいております。 本物だけが知る専門店ならではの味をご堪能下さい。

冷凍

名古屋もつ焼き・まるっとはらみステーキ詰め合わせ
●（株）井村食品 ●名古屋もつ焼き：豚ホルモンたれ味付け 3人前 250g×2、まるっとハラミス
テーキ：豚はらみ味付け 3人前

商品番号 5717-0007
甚目寺名物2種詰め合わせ
●（有）とくら総本店 ●仁王もなか×10個、こまつちゃんドラ×5個 ※常温（4月～9月はクール便）

仁王もなか：尾張四観音
の甚目寺観音には仁王
像が甚目寺の玄関を守っ
ています。それを名物にし
たもなかです。こまつちゃ
んドラ：街の特産物である
小松菜をねりこんだ餅をど
ら焼きにサンドしました。

商品番号 5717-0008
ねぎみそせん 8袋
●（株）岩月屋 ●ねぎみそせんべい12枚入り×8袋

あま市産のねぎを使い、
お米は国産米100％、
地元で愛される「七宝み
そ」を使いました。ネギと
みそと醤油の相性が、抜
群のおいしさ！
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あま市ゆかりＴシャツ（甚目寺観音）

あま市ゆかりＴシャツ（加藤清正）

あま市ゆかりＴシャツ（福島正則） あま市ゆかりＴシャツ（蜂須賀小六正勝）
商品番号 5717-0070S

商品番号 5717-0079S

商品番号 5717-0073S 商品番号 5717-0076S

商品番号 5717-0071M

商品番号 5717-0080M

商品番号 5717-0074M 商品番号 5717-0077M

商品番号 5717-0072L

商品番号 5717-0081L

商品番号 5717-0075L 商品番号 5717-0078L

●アブロード ●Sサイズ（身長155～165㎝ 目安です 
材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Sサイズ（身長155～165㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Sサイズ（身長155～165㎝ 目安です 
材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Sサイズ（身長155～165㎝ 目安です 
材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Mサイズ（身長165～175㎝ 目安です 
材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Mサイズ（身長165～175㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Mサイズ（身長165～175㎝ 目安です 
材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Mサイズ（身長165～175㎝ 目安です 
材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Lサイズ（身長170～180㎝ 目安です 
材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Lサイズ（身長170～180㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

あま市ゆかりＴシャツ（織田信長）
商品番号 5717-0082S

商品番号 5717-0083M

商品番号 5717-0084L

●アブロード ●Sサイズ（身長155～165㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Mサイズ（身長165～175㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Lサイズ（身長170～180㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

あま市ゆかりＴシャツ（豊臣秀吉）
商品番号 5717-0085S

商品番号 5717-0086M

商品番号 5717-0087L

●アブロード ●Sサイズ（身長155～165㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Mサイズ（身長165～175㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Lサイズ（身長170～180㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

あま市ゆかりＴシャツ（徳川家康）
商品番号 5717-0088S

商品番号 5717-0089M

商品番号 5717-0090L

●アブロード ●Sサイズ（身長155～165㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Mサイズ（身長165～175㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Lサイズ（身長170～180㎝ 
目安です 材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Lサイズ（身長170～180㎝ 目安です 
材質：綿100％ 5.6オンス）

●アブロード ●Lサイズ（身長170～180㎝ 目安です 
材質：綿100％ 5.6オンス）

甚目寺観音は法隆寺、四天王寺に次ぐ我国
有数の古刹です。現在は、甚目寺観音十一
面観音の胎内仏となっています。

福島正則はあま市二ツ寺が生誕地として知られ
ています。デザインの家紋は福島家の家紋とは違
い、福島正則自身だけが使用していたものです。

あま市の地名にもなっている蜂須賀。そこにある蓮
花寺は蜂須賀小六正勝の菩提寺として知られ、「蜂
須賀小六正勝公碑」の石碑が建てられています。

表 裏 表 裏 表 裏 表 裏

表

裏

表

裏

表

裏



冷凍便にてお届け冷凍

Eコース
50万円以上
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Fコース
100万円以上

Bコース
3万円以上

Cコース
5万円以上

Dコース
10万円以上

商品番号 5717-0039

商品番号 5717-0056

商品番号 5717-0059
商品番号 5717-0058

商品番号 5717-0038商品番号 5717-0037

商品番号 5717-0062 商品番号 5717-0064

商品番号 5717-0054 商品番号 5717-0055

商品番号 5717-0060 商品番号 5717-0061
商品番号 5717-0035 商品番号 5717-0036商品番号 5717-0034商品番号 5717-0033

商品番号 5717-0031
七宝みそ・しょうゆ詰め合わせ

（各1ケースセット）
●佐藤醸造（株） ●赤だし一番１kg×10個、
七宝特選醤油１ℓパック×15本

尾張七宝 萩文花瓶
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●鼓形（高さ約21cm）

名古屋コーチン・匠味赤鶏
味噌漬詰め合わせ＆コラーゲン水炊き鍋セット
●（株）さんわコーポレーション ●名古屋コーチン味噌漬（麦味噌）（140g）×１、名古屋コーチン味噌漬（赤
味噌）（140g）×１、匠味赤鶏味噌漬（麦味噌）（140g）×１、匠味赤鶏味噌漬（赤味噌）（140g）×１、名古屋
コーチン肉（250g）×2、名古屋コーチンつくね（100g）×1、本格水炊きスープ（600g）×１、ぷるるんコラーゲ
ン（12g×3）×1、ゆずポン酢（200㎖）×１、きしめん（200g）×１ 
●受付締切：2017年2月28日 ●出荷時期：2016年11月～2017年3月31日

名古屋コーチン・匠味赤鶏
味噌漬詰め合わせ＆コラーゲン味噌鍋セット
●（株）さんわコーポレーション ●名古屋コーチン味噌漬（米こうじ）（140g）×１、名古屋コーチン味噌漬（赤
味噌）（140g）×１、赤鶏味噌漬（米こうじ）（140g）×１、赤鶏味噌漬（赤味噌）（140g）×１、名古屋コーチン
肉（250g）×2、名古屋コーチンつくね（100g）×２、味噌鍋スープ（600g）×１、ぷるるんコラーゲン（12g×3）
×1、きしめん（200g）×１ ●受付締切：2017年2月28日 ●出荷時期：2016年11月～2017年3月31日

名古屋コーチン味噌漬・親子丼とさんわの手羽先セット
●（株）さんわコーポレーション ●名古屋コーチン味噌漬（米こうじ）（140g）×4、名古屋コーチン親子丼用50
ｇ/袋×４、名古屋コーチン親子丼のたれ60ｇ/袋×４、若鶏手羽先塩焼き280ｇ/袋×１、若鶏手羽先唐揚
げ用300ｇ/袋×1、手羽先のたれ・スパイス・胡麻各２、若鶏手羽焼き醤油味４本/袋×２ ●受付締切：
2017年2月28日 ●出荷時期：2016年11月～2017年3月31日

尾張七宝 ねじれ形花瓶
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●6角形（高さ約18cm）

尾張七宝 沈み文花瓶
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●4.5号玉（高さ約13.5cm）

尾張七宝 指輪 ブルー
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●ケース入り（フリーサイズ）

尾張七宝 指輪 イエロー
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●ケース入り（フリーサイズ）

尾張七宝 額絵 藤
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●9cm×9cm（七宝部分）

尾張七宝 額絵 梅
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●9cm×9cm（七宝部分）

シッポウ♪シッポウ♪み
そ♪みそ♪ママの味七
宝みそ♪七宝みそ・しょう
ゆの人気N o.1商品を
たっぷり１ケースずつ蔵
元よりお届けします。これ
ぞ!七宝みそ。ママの味

「赤だし一番」。やっぱり
イイのはおいしいしょうゆ。

「七宝特選醤油」。

形を銀で作った銀地指輪です。

技 法は有 線 文 様と
銀箔を使用した銀彩
で、花瓶の口の内側
にも文様があります。
萩と月光文様です。

東海地方独特の赤味噌と麦
味噌を名古屋コーチンと、匠
味赤鶏の味噌漬けにしまし
た。更にゆずの香りが引き立つ
ゆずポン酢、名古屋コーチンぷ
るるんコラーゲンを詰め合わせ
た名古屋コーチンの水炊き鍋
を贅沢に詰め合わせました。

一人前一袋の小袋タイプの名古屋コーチンと鶏三和の親子丼のだし、米こうじを使
用した白味噌で漬け込んだ名古屋コーチンの味噌漬、更に地元名古屋でも人気の
手羽先唐揚をセットにしました。

独特の歯ごたえと旨味のある名古屋コーチンと、噛めば噛むほど旨味とコクが広がる
匠味赤鶏の味噌漬け、更に名古屋コーチンの味噌鍋を贅沢に詰め合わせました。

七宝焼では珍しい6角形でしかもひ
ねってあり、作成に非常に手間のか
かる作品です。

玉釉と謂う半透明を使用
し、中に模様が沈んでい
る非常に落ち着いた作品
です。

福を呼ぶフクロ
ウを有 線 七 宝
研磨仕上げで
作 品 にしまし
た。尾が振り子
となります。

ベルト部分の4匹のネコは
目がクリクリでとても可愛
いですよ。

落ち着きのある色でなおか
つ艶もあります。平和の象
徴である鳩をテーマに制作
しました。

森の主である梟（ふくろう）の
作品です。一般的に具象的
な作品が多い中、抽象的に
表現した作品です。

咲き誇る牡丹の花をデザインした
作品です。

華麗で力強い藤の花をデザインした
作品です。半透明釉の有線七宝です。有線で表した模様のはっきりした部分と、沈みの模様の

対比が味わいです。

梅

藤

限定
１個

限定
１個

限定
１個

限定
１個

限定
１個

限定
１個

限定
１個

限定
１個

ブルー イエロー

冷凍

冷凍

冷凍

名古屋コーチン

尾張七宝
フクロウ振り子時計
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●大きさ約33cm

尾張七宝 腕時計（ネコ）
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●七宝の直径約23mm、
文字盤は白蝶貝、国産ムーブメント

商品番号 5717-0053

銀線で絵模様を描き、銀箔
を施した上に釉薬をのせまし
た。強くたくましく麦の穂が凛
と天に伸び実る作品です。

尾張七宝 
麦文様七宝花瓶
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●高さ約32cm

尾張七宝 10号並型クリーム色 鳩文様
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●10号並型（高さ約30cm）

尾張七宝 杜の象
●七宝町七宝焼生産者協同組合 ●高さ約24cm

尾張七宝 
チョウチン玉花瓶（牡丹）
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●高さ約22cm、幅約20cm

尾張七宝 
チョウチン玉花瓶（藤）
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●高さ約22cm、幅約20cm

商品番号 5717-0063

愛嬌のある猫を
有 線 七 宝 研 磨
仕上げで作品に
しました。尾が振
り子となります。

尾張七宝猫振り子時計
●七宝町七宝焼生産者協同組合 
●大きさ約33cm


