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福島県 川俣町

飛沫拡散に特化！３０回洗える
ｈａｍｏｎＡＧｓｐｏｒｔｓマ
スク【１１２８７８２】

5,000円

■内容量・サイズ/原産地30回
洗えるhamonAGsportsマスク(ホ
ワイト)1枚サイズ:L鼻から顎:1
4.5cm鼻から耳前:11.5cm鼻から
耳後:16.0cm原産地:日本■原材
…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／リカバリーパッチロングタイ
プ※カラー：クールグレー【１

5,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/リカバリ
ーパッチロングタイプ※カラー
:クールグレー[2枚/シート×2
シート]原産地:日本/加工地:福
島…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／リカバリーパッチスクエアタ
イプ※カラー：クールグレー【

5,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/リカバリ
ーパッチスクエアタイプ※カラ
ー:クールグレー[10枚/シート
×2シート]原産地:日本/加工地
:福…

川俣シャモメンチ（８５ｇ×３
個入り）×２パック【１１１９
８３７】

5,000円

■内容量/製造地川俣シャモメ
ンチ(85g×3個入り)×2パック
製造地:福島県川俣町■原材料
お礼品のラベルに記載※アレル
ギー物質などの表示につきまし
ては、…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／リカバリーパッチスクエアタ
イプ※カラー：ブラック【１２

5,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/リカバリ
ーパッチスクエアタイプ※カラ
ー:ブラック[10枚/シート×2シ
ート]原産地:日本/加工地:福島
県…

川俣シャモ地鶏肉だんご鍋２～
３人前【１０６４１７７】

5,000円

■内容量/製造地地鶏肉だんご
鍋700g(固形分200g・スープ500
g)製造地:福島県川俣町■原材
料お礼品に記載※アレルギー物
質などの表示につきましては、
お…

川俣シャモ地鶏ご飯２合用＆ポ
トフセット【１０９８６７６】

5,000円

■内容量/原産地地鶏ご飯の素2
合用270g×1ポトフの素250g×1
原産地:すべて福島県川俣町■
原材料お礼品のラベルに記載※
アレルギー物質などの表示につ
きま…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／リカバリーパッチロングタイ
プ※カラー：ブラック【１２２

5,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/リカバリ
ーパッチロングタイプ※カラー
:ブラック[2枚/シート×2シー
ト]原産地:日本/加工地:福島県
川…

こだわり一豆賞詰合せ【１１０
２３９８】

5,000円

■内容量/製造地こだわり一豆
賞(納豆40g×2・タレ6g×2・か
らし0.8g×2)×10個製造地:福
島県伊達郡川俣町■原材料納豆
:大豆(北海道産)遺伝子組み換
えでな…

持ち手付き洗濯ネット【１１０
３５４１】

5,000円

■内容量・サイズ/製造地持ち
手付き洗濯ネットサイズ:D1cmW
29cmH25cm(持ち手部35cm)製造
地:中国■原材料ナイロン100%

１００回洗えるｈａｍｏｎＡＧ
マスクホワイト（銀の抗菌防臭
効果）【１１２８７８０】

8,000円

■内容量・サイズ/原産地100回
洗えるhamonAGマスクホワイト1
枚サイズ:フリーサイズ(大人用
)鼻から顎:13.0cm鼻から耳前:1
0.5cm鼻から耳後:14.6cm原産…

シルクプリーツマスク【１２１
８２５３】

8,000円

■お礼品の内容について・シル
クプリーツマスク[1枚]製造地:
福島県川俣町
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福島県　川俣町

川俣銘菓セット（手造り飴だま
の特選セット）飴だま１０袋【
１１０６５２２】

10,000円

■内容量/加工地飴(黄色)115g
×5袋飴(緑色)115g×5袋加工地
:すべて福島県川俣町■原材料
お礼品のラベルに記載※アレル
ギー物質などの表示につきまし
ては…

デイバッグ【１１０３５４０】

10,000円

■内容量・サイズ/製造地デイ
パック内容量:16Lサイズ:D12cm
(サイドポケット部15cm)W30cmH
48cm製造地:中国■原材料ポリ
エステル100%

川俣シルクストール（小）紅葉
【１０９９８７３】

10,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(紅葉)1枚サイ
ズ28cm×148cm製造地:福島県川
俣町■原材料生糸

川俣シャモくんせい詰め合わせ
正肉くんせい荒引きミートロー
フ肉だんごくんせい【１０６…

10,000円

■内容量/加工地荒挽きミート
ローフ130g正肉くんせい170g肉
だんごくんせい12個加工地:福
島県川俣町■原材料お礼品に記
載※アレルギー物質などの表示
に…

こだわり納豆詰合せ【１１０２
４００】

10,000円

■内容量/製造地こだわり一豆
賞(納豆40g×2・タレ5g×2・か
らし0.8g×2)×6個女神の納豆(
納豆45g×2・タレ5g・からし0.
8g×2)×6個製造地:すべて福島
県伊達…

川俣シャモ炊込みご飯の素＆カ
レーセット炊込みご飯の素２種
・地鶏カレー２Ｐ【１０９８…

10,000円

■内容量/原産地地鶏ご飯の素2
合用270g×1洋風炊込みご飯の
素270g×1地鶏カレー200g×2原
産地:すべて福島県川俣町■原
材料お礼品のラベルに記載※ア
レルギ…

川俣シルクストール（小）新緑
【１０９９８６９】

10,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(新緑)1枚サイ
ズ28cm×148cm製造地:福島県川
俣町■原材料生糸

女神の納豆詰合せ【１１０２３
９９】

10,000円

■内容量/製造地女神の納豆(納
豆45g×2・タレ5g×2・からし0
.8g×2)×12個製造地:福島県伊
達郡川俣町■原材料納豆:大豆(
福島県鮫川村産)遺伝子組み換
えで…

味噌セット（福島県産米・豆生
じたて味噌８００ｇ１ケ、こう
じ味噌７００ｇ１ケ、塩麹１…

10,000円

■内容量/加工地生じたて味噌8
00g×1こうじみそ700g×1塩麹1
80g×1加工地:すべて福島県川
俣町■原材料県産米100%県産大
豆100%塩

２．３ｋｇ樽仕立て味噌（福島
県産米・豆）【１０９９０３３
】

10,000円

■内容量/加工地樽入味噌2.3kg
×1加工地:福島県川俣町■原材
料県産米100%県産大豆100%塩

１００回洗えるｈａｍｏｎＡＧ
マスクグレー（銀の抗菌防臭効
果）【１１２８７８１】

10,000円

■内容量・サイズ/原産地100回
洗えるhamonAGマスクグレー1枚
サイズ:フリーサイズ(大人用)
鼻から顎:13.0cm鼻から耳前:10
.5cm鼻から耳後:14.6cm原産地:
…

川俣シルクストール（小）秋風
【１０９９８７２】

10,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(秋風)1枚サイ
ズ28cm×148cm製造地:福島県川
俣町■原材料生糸
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福島県　川俣町

川俣シャモシャモ鍋セット２～
３人前【１０６４１８０】

10,000円

■内容量/製造地シャモ肉スラ
イス200g肉だんご12個鍋用スー
プ1kg製造地:福島県川俣町冷凍
うどん230g製造地:広島県広島
市■原材料お礼品に記載※アレ
ル…

川俣シルクストール（小）花見
山【１０９９８６８】

10,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(花見山)1枚サ
イズ28cm×148cm製造地:福島県
川俣町■原材料生糸

福島県川俣町産ミラクルロール
マスク１枚【１１２４６５４】

10,000円

■内容量・サイズ/製造地ミラ
クルロールマスク1枚サイズ:例
/高さ10cm×幅17cm製造地:福島
県川俣町■原材料綿40%絹27%植
物繊維(羅布麻)25%ポリウレタ
ン8%

洗える抗ウィルス抗菌防臭マス
クｈａｍｏｎＡＧマスク２【１
１２８７８３】

10,000円

■内容量・サイズ/原産地洗え
る抗ウィルス抗菌防臭マスクha
monAGマスク2マスク本体1枚・
フィルタ5枚入りサイズ:フリー
サイズ鼻から顎:13.5cm鼻から
耳…

福島県川俣町産川俣シルク・古
関裕而先生スケッチ画ポストカ
ードサイズ額入り「福島盆地…

10,000円

■内容量・サイズ/製造地ポス
トカードサイズ額入り「福島盆
地」1枚サイズ:例/たて15cm×
よこ10cm製造地:福島県川俣町

川俣シルクストール（小）紫陽
花【１０９９８７１】

10,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(紫陽花)1枚サ
イズ28cm×148cm製造地:福島県
川俣町■原材料生糸

シルク立体マスク（サイズＭ）
【１２２０３８８】

10,000円

■お礼品の内容について・シル
ク立体マスク(M)[1枚]製造地:
福島県川俣町■原材料・成分シ
ルクサイズ:13cm×16cm

川俣シルクストール（小）青葉
【１０９９８７０】

10,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(青葉)1枚サイ
ズ28cm×148cm製造地:福島県川
俣町■原材料生糸

シルク立体マスク【１２１８２
５４】

10,000円

■お礼品の内容について・シル
ク立体マスク[1枚]製造地:福島
県川俣町

シルク立体マスク（サイズＬ）
【１２２０３８５】

10,000円

■お礼品の内容について・シル
ク立体マスク(L)[1枚]製造地:
福島県川俣町■原材料・成分シ
ルクサイズ:14cm×19cm

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／アンクルサポーター※カラー
：クールグレイ／サイズＦ【１

10,000円

■内容量・サイズ/原産地アン
クルサポーターカラー:クール
グレイ/サイズ:F/(甲周囲20-28
cm)原産地:日本■原材料ポリエ
ステルポリウレタンナイロン

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

12,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/Sアンダーカラー:ブ
ラックサイズ:O/(胸囲96-104cm
、身長175-185cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リ…
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福島県　川俣町

川俣ロゴ入りシルク立体マスク
（サイズＬ）【１２２０３８７
】

12,000円

■お礼品の内容について・川俣
ロゴ入りシルク立体マスク(L)[
1枚]製造地:福島県川俣町■原
材料・成分外側シルク100%内側
シルクコットンサイズ:14cm×1
9c…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

12,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/Sアンダーカラー:ブ
ラックサイズ:S/(胸囲84-92cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リエ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／エルボーサポーター※カラー
：ブラック／サイズＯ【１２２

12,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/エルボー
サポーター※カラー:ブラック/
サイズO[1着]原産地:日本/加工
地:福島県川俣町■原材料・成
分…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／エルボーサポーター※カラー
：ブラック／サイズＬ【１２２

12,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/エルボー
サポーター※カラー:ブラック/
サイズL[1着]原産地:日本/加工
地:福島県川俣町■原材料・成
分…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／エルボーサポーター※カラー
：ブラック／サイズＭ【１２２

12,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/エルボー
サポーター※カラー:ブラック/
サイズM[1着]原産地:日本/加工
地:福島県川俣町■原材料・成
分…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

12,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/Sアンダーカラー:ブ
ラックサイズ:M/(胸囲88-96cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リエ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／エルボーサポーター※カラー
：ブラック／サイズＳ【１２２

12,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/エルボー
サポーター※カラー:ブラック/
サイズS[1着]原産地:日本/加工
地:福島県川俣町■原材料・成
分…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

12,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/Sアンダーカラー:ブ
ラックサイズ:L/(胸囲92-100cm
、身長170-180cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リ…

川俣ロゴ入りシルク立体マスク
（サイズＭ）【１２２０３８６
】

12,000円

■お礼品の内容について・川俣
ロゴ入りシルク立体マスク(M)[
1枚]製造地:福島県川俣町■原
材料・成分外側シルク100%内側
シルクコットンサイズ:13cm×1
6c…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／ＳＶネッ
クアンダー※カラー：ブラック

13,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/SVネックアンダーカ
ラー:ブラックサイズ:M/(胸囲8
8-96cm、身長165-175cm)原産地
:日本■原材料ポリプロピレン9
7…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／ＳＶネッ
クアンダー※カラー：ブラック

13,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/SVネックアンダーカ
ラー:ブラック/サイズ:XXO/(胸
囲104-112cm、身長185-195cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピ…

福島県川俣町産ミラクルロール
ひざ・ふくらはぎ兼用サポータ
ーＭサイズ左右一組【１１０…

13,000円

■内容量・サイズ/製造地ひざ
・ふくらはぎ兼用サポーター左
右一組Mサイズサイズ:幅:約25c
m～40cm製造地:福島県川俣町■
原材料綿40%絹27%植物繊維(羅
布…
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福島県　川俣町

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／ＳＶネッ
クアンダー※カラー：ブラック

13,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/SVネックアンダーカ
ラー:ブラックサイズ:XO/(胸囲
100-108cm、身長180-190cm)原
産地:日本■原材料ポリプロピ
レ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／ＳＶネッ
クアンダー※カラー：ブラック

13,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/SVネックアンダーカ
ラー:ブラックサイズ:L/(胸囲9
2-100cm、身長170-180cm)原産
地:日本■原材料ポリプロピレ
ン9…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰレディースＮ
／Ｓアンダー※カラー：ブラッ

13,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPN/S/アンダ
ーカラー:ブラックサイズ:M/(
胸囲79-87cm、身長155-165cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰレディースＮ
／Ｓアンダー※カラー：ブラッ

13,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPN/S/アンダ
ーカラー:ブラックサイズ:L/(
胸囲82-90cm、身長160-170cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

川俣シャモすき焼きセット約２
～３人前【１０９８６７９】

13,000円

■内容量/製造地川俣シャモ肉
のスライス約200g手羽カット肉
約100g砂肝約50g皮スライス約5
0g山芋入りつくね約200gすき焼
き用割り下500ml割り用ブイヨ
…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰレディースＮ
／Ｓアンダー※カラー：ブラッ

13,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPN/S/アンダ
ーカラー:ブラックサイズ:O/(
胸囲85-93cm、身長165-175cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／ＳＶネッ
クアンダー※カラー：ブラック

13,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/SVネックアンダーカ
ラー:ブラックサイズ:S/(胸囲8
4-92cm、身長160-170cm)原産地
:日本■原材料ポリプロピレン9
7…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＮ／ＳＶネッ
クアンダー※カラー：ブラック

13,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPN/SVネックアンダーカ
ラー:ブラックサイズ:O/(胸囲9
6-104cm、身長175-185cm)原産
地:日本■原材料ポリプロピレ
ン9…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰレディースＮ
／Ｓアンダー※カラー：ブラッ

13,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPN/S/アンダ
ーカラー:ブラックサイズ:S/(
胸囲76-84cm、身長150-160cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰハ
ーフタイツ※カラー：ブラック

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPハーフタイ
ツカラー:ブラックサイズ:S/(
ウエスト57-65cm、身長150-160
cm)原産地:日本■原材料ポリプ
ロ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアストラップカバー※カ
ラー：ネイビー／サイズＦ【１

14,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アストラップカバーカラー:ネ
イビー/サイズ:F/原産地:日本
■原材料本体ポリエステル100%
バインダーポリエステル85%バ
イン…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰト
ランクス※カラー：ブラック／

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPアンダート
ランクスカラー:ブラックサイ
ズ:L/(ウエスト63-71cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポ…
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福島県　川俣町

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰト
ランクス※カラー：ブラック／

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPアンダート
ランクスカラー:ブラックサイ
ズ:O/(ウエスト66-74cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰトランクス※
カラー：ブラック／サイズＳ【

14,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPアンダートランクスカ
ラー:ブラックサイズ:S/(ウエ
スト70-80cm、身長160-170cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰトランクス※
カラー：ブラック／サイズＭ【

14,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPアンダートランクスカ
ラー:ブラックサイズ:M/(ウエ
スト74-82cm、身長165-175cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰハーフタイツ
※カラー：ブラック／サイズＬ

14,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックPPハーフタイツカ
ラー:ブラックサイズ:L/(ウエ
スト78-86cm、身長170-180cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰハーフタイツ
※カラー：ブラック／サイズＯ

14,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックPPハーフタイツカ
ラー:ブラックサイズ:O/(ウエ
スト82-90cm、身長175-185cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＳ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

14,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPS/Sアンダーカラー:ブ
ラックサイズ:S/(胸囲84-92cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リエ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアストラップカバー※カ
ラー：ブラック／サイズＦ【１

14,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アストラップカバーカラー:ブ
ラック/サイズ:F/原産地:日本
■原材料本体ポリエステル100%
バインダーポリエステル85%バ
イン…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰハーフタイツ
※カラー：ブラック／サイズＳ

14,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックPPハーフタイツカ
ラー:ブラックサイズ:S/(ウエ
スト70-80cm、身長160-170cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰトランクス※
カラー：ブラック／サイズＯ【

14,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPアンダートランクスカ
ラー:ブラックサイズ:O/(ウエ
スト82-90cm、身長175-185cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰトランクス※
カラー：ブラック／サイズＬ【

14,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPアンダートランクスカ
ラー:ブラックサイズ:L/(ウエ
スト78-86cm、身長170-180cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰト
ランクス※カラー：ブラック／

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPアンダート
ランクスカラー:ブラックサイ
ズ:M/(ウエスト60-68cm、身長1
55-165cm)原産地:日本■原材料
ポ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰト
ランクス※カラー：ブラック／

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPアンダート
ランクスカラー:ブラックサイ
ズ:S/(ウエスト57-65cm、身長1
50-160cm)原産地:日本■原材料
ポ…
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福島県　川俣町

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＳ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

14,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPS/Sアンダーカラー:ブ
ラックサイズ:O/(胸囲96-104cm
、身長175-185cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リ…

福島県川俣町産ミラクルロール
ひざ・ふくらはぎ兼用サポータ
ーＬサイズ左右一組【１１０…

14,000円

■内容量・サイズ/製造地ひざ
・ふくらはぎ兼用サポーター左
右一組Lサイズサイズ:幅:約30c
m～50cm製造地:福島県川俣町■
原材料綿40%絹27%植物繊維(羅
布…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＳ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

14,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPS/Sアンダーカラー:ブ
ラックサイズ:L/(胸囲92-100cm
、身長170-180cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リ…

福島県川俣町産ミラクルロール
お腹・腰用Ｍサイズ１枚【１１
２４６５５】

14,000円

■内容量・サイズ/製造地お腹
・腰用Mサイズ1枚サイズ:例/高
さ22cm×幅24.5cm製造地:福島
県川俣町■原材料綿40%絹27%植
物繊維(羅布麻)25%ポリウレタ
ン8%

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＳ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

14,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPS/Sアンダーカラー:ブ
ラックサイズ:M/(胸囲88-96cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リエ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰＳ
／Ｓスリーブ※カラー：ブラッ

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースショートスリーブアンダー
カラー:ブラックサイズ:S/(胸
囲76-84cm、身長150-160cm)原
産地:日本■原材料ポリプロピ
レン…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰＳ
／Ｓスリーブ※カラー：ブラッ

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースショートスリーブアンダー
カラー:ブラックサイズ:M/(胸
囲79-87cm、身長155-165cm)原
産地:日本■原材料ポリプロピ
レン…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰＳ
／Ｓスリーブ※カラー：ブラッ

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースショートスリーブアンダー
カラー:ブラックサイズ:L/(胸
囲82-90cm、身長160-170cm)原
産地:日本■原材料ポリプロピ
レン…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰＳ
／Ｓスリーブ※カラー：ブラッ

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースショートスリーブアンダー
カラー:ブラックサイズ:O/(胸
囲85-93cm、身長165-175cm)原
産地:日本■原材料ポリプロピ
レン…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰハーフタイツ
※カラー：ブラック／サイズＭ

14,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックPPハーフタイツカ
ラー:ブラックサイズ:M/(ウエ
スト74-82cm、身長165-175cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰハ
ーフタイツ※カラー：ブラック

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPハーフタイ
ツカラー:ブラックサイズ:O/(
ウエスト66-74cm、身長165-175
cm)原産地:日本■原材料ポリプ
ロ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰハ
ーフタイツ※カラー：ブラック

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPハーフタイ
ツカラー:ブラックサイズ:L/(
ウエスト63-71cm、身長160-170
cm)原産地:日本■原材料ポリプ
ロ…
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福島県　川俣町

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰハ
ーフタイツ※カラー：ブラック

14,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPハーフタイ
ツカラー:ブラックサイズ:M/(
ウエスト60-68cm、身長155-165
cm)原産地:日本■原材料ポリプ
ロ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：ネイビー／サイズＳ

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:ネイビーサイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：ネイビー／サイズＭ

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:ネイビーサイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：ネイビー／サイズＬ

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:ネイビーサイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：ネイビー／サイズＯ

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:ネイビーサイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：グレー／サイズＬ【

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:グレーサイズ:
L/(ウエスト78-86cm、身長170-
180cm)原産地:日本■原材料ポ
リ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ネックロール※カラー：マゼ
ンダ／サイズＦ【１１２５６０

15,000円

■内容量・サイズ/原産地ネッ
クロールカラー:マゼンダ/サイ
ズ:F/(上口60cm、下口60cm、丈
29cm)原産地:日本■原材料ポリ
エステル100%

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：グレー／サイズ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:グレーサ
イズ:S/(ウエスト57-65cm、身
長150-160cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：グレー／サイズ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:グレーサ
イズ:M/(ウエスト60-68cm、身
長155-165cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：グレー／サイズ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:グレーサ
イズ:L/(ウエスト63-71cm、身
長160-170cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：グレー／サイズ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:グレーサ
イズ:O/(ウエスト66-74cm、身
長165-175cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:ブラック
サイズ:S/(ウエスト57-65cm、
身長150-160cm)原産地:日本■
原材…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:ブラック
サイズ:L/(ウエスト63-71cm、
身長160-170cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:ブラック
サイズ:O/(ウエスト66-74cm、
身長165-175cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：ブラック／サイズＯ

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:ブラックサイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：ブラック／サイズＬ

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:ブラックサイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：ブラック／サイズＭ

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:ブラックサイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：ブラック／サイズＳ

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:ブラックサイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：グレー／サイズＯ【

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:グレーサイズ:
O/(ウエスト82-90cm、身長175-
185cm)原産地:日本■原材料ポ
リ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:ネイビー
サイズ:S/(ウエスト57-65cm、
身長150-160cm)原産地:日本■
原材…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／オープントゥソックス※カラ
ー：ブラック／サイズＦ【１０

15,000円

■内容量・サイズ/原産地オー
プントゥソックスカラー:ブラ
ック/サイズ:F/(足長22-26cm)
原産地:日本

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:ネイビー
サイズ:M/(ウエスト60-68cm、
身長155-165cm)原産地:日本■
原材…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰロ
ングタイツ※カラー：ブラック

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPロングタイ
ツカラー:ブラックサイズ:O/(
ウエスト66-74cm、身長165-175
cm)原産地:日本■原材料ポリプ
ロ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:ネイビー
サイズ:L/(ウエスト63-71cm、
身長160-170cm)原産地:日本■
原材…
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ネックロール※カラー：ブラ
ック／サイズＦ【１０６７５５

15,000円

■内容・サイズ/原産地ネック
ロールカラー:ブラック/サイズ
:F/(上口60cm、下口60cm、丈29
cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハイソックス※カラー：ライ
トブラウン／サイズＭ【１０６

15,000円

■内容量・サイズ/原産地ハイ
ソックスカラー:ライトブラウ
ン/サイズ:M/(足長24-26cm)原
産地:日本

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:ネイビー
サイズ:O/(ウエスト66-74cm、
身長165-175cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：グレー／サイズＳ【

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:グレーサイズ:
S/(ウエスト70-80cm、身長160-
170cm)原産地:日本■原材料ポ
リ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ネックロール※カラー：クー
ルグレイ／サイズＦ【１０６７

15,000円

■内容・サイズ/原産地ネック
ロールカラー:クールグレイ/サ
イズ:F/(上口60cm、下口60cm、
丈29cm)原産地:日本

川俣シャモレトルト６点セット
【１０９８６８０】

15,000円

■内容量/原産地炊込みご飯の
素3合用270g×1洋風炊込みご飯
の素270g×1地鶏カレー200g×2
ポトフの素250g×2原産地:すべ
て福島県川俣町■原材料お礼品
のラ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／オープントゥソックス※カラ
ー：ライトブラウン／サイズＦ

15,000円

■内容量・サイズ/原産地オー
プントゥソックスカラー:ライ
トブラウン/サイズ:F/(足長22-
26cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハイソックス※カラー：ブラ
ック／サイズＳ【１０６７５１

15,000円

■内容量・サイズ/原産地ハイ
ソックスカラー:ブラック/サイ
ズ:S/(足長22-24cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハイソックス※カラー：ブラ
ック／サイズＭ【１０６７５１

15,000円

■内容量・サイズ/原産地ハイ
ソックスカラー:ブラック/サイ
ズ:M/(足長24-26cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハイソックス※カラー：ライ
トブラウン／サイズＳ【１０６

15,000円

■内容量・サイズ/原産地ハイ
ソックスカラー:ライトブラウ
ン/サイズ:S/(足長22-24cm)原
産地:日本

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰロ
ングタイツ※カラー：ブラック

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPロングタイ
ツカラー:ブラックサイズ:L/(
ウエスト63-71cm、身長160-170
cm)原産地:日本■原材料ポリプ
ロ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／インナーキャップ※カラー：
ブラック／サイズＭ【１０６７

15,000円

■内容量・サイズ/原産地イン
ナーキャップカラー:ブラック/
サイズ:M/(頭囲56-58cm)原産地
:日本
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズトランクス（薄手）
※カラー：グレー／サイズＭ【

15,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPトランク
ス(薄手)カラー:グレーサイズ:
M/(ウエスト74-82cm、身長165-
175cm)原産地:日本■原材料ポ
リ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰロ
ングタイツ※カラー：ブラック

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPロングタイ
ツカラー:ブラックサイズ:M/(
ウエスト60-68cm、身長155-165
cm)原産地:日本■原材料ポリプ
ロ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰロ
ングタイツ※カラー：ブラック

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックPPロングタイ
ツカラー:ブラックサイズ:S/(
ウエスト57-65cm、身長150-160
cm)原産地:日本■原材料ポリプ
ロ…

川俣シャモ焼肉セットスライス
２００ｇ、厚切りスライス２０
０ｇ、サイコロステーキ３０…

15,000円

■内容量/加工地スライス200g
厚切りスライス200gサイコロス
テーキ用300g加工地:すべて福
島県川俣町■原材料お礼品に記
載※アレルギー物質などの表示
に…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ニーサポーター※カラー：ブ
ラック／サイズＯ【１２２６５

15,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ニーサポ
ーター※カラー:ブラック/サイ
ズO[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分本
体:…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ニーサポーター※カラー：ブ
ラック／サイズＬ【１２２６５

15,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ニーサポ
ーター※カラー:ブラック/サイ
ズL[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分本
体:…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ニーサポーター※カラー：ブ
ラック／サイズＭ【１２２６５

15,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ニーサポ
ーター※カラー:ブラック/サイ
ズM[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分本
体:…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ニーサポーター※カラー：ブ
ラック／サイズＳ【１２２６５

15,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ニーサポ
ーター※カラー:ブラック/サイ
ズS[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分本
体:…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／リストゲイター※カラー：ブ
ラック／サイズＭ【１２２６５

15,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/リストゲ
イター※カラー:ブラック/サイ
ズM[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分ポ
リ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディーストランクス（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

15,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPトラ
ンクス(薄手)カラー:ブラック
サイズ:M/(ウエスト60-68cm、
身長155-165cm)原産地:日本■
原材…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＬ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

16,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPL/S/アンダーカラー:
ブラックサイズ:M/(胸囲88-96c
m、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＬ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

16,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPL/S/アンダーカラー:
ブラックサイズ:L/(胸囲92-100
cm、身長170-180cm)原産地:日
本■原材料ポリプロピレン97%
ポリ…
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福島県　川俣町

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＬ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

16,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPL/S/アンダーカラー:
ブラックサイズ:S/(胸囲84-92c
m、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリプロピレン97%ポ
リ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰＬ
／Ｓアンダー※カラー：ブラッ

16,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブアンダーカ
ラー:ブラックサイズ:O/(胸囲8
5-93cm、身長165-175cm)原産地
:日本■原材料ポリプロピレン9
7…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰＬ
／Ｓアンダー※カラー：ブラッ

16,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブアンダーカ
ラー:ブラックサイズ:L/(胸囲8
2-90cm、身長160-170cm)原産地
:日本■原材料ポリプロピレン9
7…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰＬ
／Ｓアンダー※カラー：ブラッ

16,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブアンダーカ
ラー:ブラックサイズ:M/(胸囲7
9-87cm、身長155-165cm)原産地
:日本■原材料ポリプロピレン9
7…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
レディースブレステックＰＰＬ
／Ｓアンダー※カラー：ブラッ

16,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブアンダーカ
ラー:ブラックサイズ:S/(胸囲7
6-84cm、身長150-160cm)原産地
:日本■原材料ポリプロピレン9
7…

川俣銘菓セット（手造り飴玉と
かやの実サブレ、かや糖の特選
セット）飴玉８袋、かや糖２…

16,000円

■内容量/加工地飴(黄色)115g
×4袋飴(緑色)115g×4袋かや糖
1袋かや糖飴1袋かやの実サブレ
2袋チーズサブレ1袋加工地:す
べて福島県川俣町■原材料お礼
品の…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰロングタイツ
※カラー：ブラック／サイズＳ

16,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックPPロングタイツカ
ラー:ブラックサイズ:S/(ウエ
スト70-80cm、身長160-170cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰロングタイツ
※カラー：ブラック／サイズＭ

16,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックPPロングタイツカ
ラー:ブラックサイズ:M/(ウエ
スト74-82cm、身長165-175cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰロングタイツ
※カラー：ブラック／サイズＬ

16,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックPPロングタイツカ
ラー:ブラックサイズ:L/(ウエ
スト78-86cm、身長170-180cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰロングタイツ
※カラー：ブラック／サイズＯ

16,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックPPロングタイツカ
ラー:ブラックサイズ:O/(ウエ
スト82-90cm、身長175-185cm)
原産地:日本■原材料ポリプロ
ピレ…

川俣銘菓セット（洋菓子と和菓
子セット）最中１２個、かわま
たコスキン９個【１１０６５…

16,000円

■内容量/加工地最中(あんこ)4
個最中(抹茶)4個最中(コーヒー
)4個かわまたコスキン9個加工
地:すべて福島県川俣町■原材
料お礼品のラベルに記載※アレ
ル…

アンダーウェアＯＮＹＯＮＥ／
ブレステックＰＰＬ／Ｓアンダ
ー※カラー：ブラック／サイズ

16,000円

■内容・サイズ/原産地ブレス
テックPPL/S/アンダーカラー:
ブラックサイズ:O/(胸囲96-104
cm、身長175-185cm)原産地:日
本■原材料ポリプロピレン97%
ポリ…
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福島県　川俣町

福島県川俣町産ミラクルロール
お腹・腰用Ｌサイズ１枚【１１
２４６５６】

16,000円

■内容量・サイズ/製造地お腹
・腰用Lサイズ1枚サイズ:例/高
さ22cm×幅31cm製造地:福島県
川俣町■原材料綿40%絹27%植物
繊維(羅布麻)25%ポリウレタン8
%

４ｋｇ樽仕立て味噌（福島県産
米・豆）【１０９９０３４】

17,000円

■内容量/加工地樽入味噌4kg×
1加工地:福島県川俣町■原材料
県産米100%県産大豆100%塩

川俣シャモすき焼きセット約４
～５人前【１０９８６８１】

18,000円

■内容量/製造地川俣シャモ肉
のスライス約300g手羽カット肉
約200g砂肝約100g皮スライス約
100g山芋入りつくね約200gすき
焼き用割り下500ml割り用ブイ
…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースハーフスリーブ
（薄手）※カラー：ブラック／

19,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースハーフスリーブ(薄手)カラ
ー:ブラックサイズ:L/(胸囲82-
90cm、身長160-170cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースハーフスリーブ
（薄手）※カラー：ブラック／

19,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースハーフスリーブ(薄手)カラ
ー:ブラックサイズ:O/(胸囲85-
93cm、身長165-175cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースハーフスリーブ
（薄手）※カラー：ネイビー／

19,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースハーフスリーブ(薄手)カラ
ー:ネイビーサイズ:S/(胸囲76-
84cm、身長150-160cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースハーフスリーブ
（薄手）※カラー：ネイビー／

19,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースハーフスリーブ(薄手)カラ
ー:ネイビーサイズ:M/(胸囲79-
87cm、身長155-165cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースハーフスリーブ
（薄手）※カラー：ネイビー／

19,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースハーフスリーブ(薄手)カラ
ー:ネイビーサイズ:L/(胸囲82-
90cm、身長160-170cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースハーフスリーブ
（薄手）※カラー：ブラック／

19,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースハーフスリーブ(薄手)カラ
ー:ブラックサイズ:S/(胸囲76-
84cm、身長150-160cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースハーフスリーブ
（薄手）※カラー：ネイビー／

19,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースハーフスリーブ(薄手)カラ
ー:ネイビーサイズ:O/(胸囲85-
93cm、身長165-175cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズハーフスリーブ（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

19,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ハーフスリーブ(薄手)カラー:
ネイビーサイズ:S/(胸囲84-92c
m、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズハーフスリーブ（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

19,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ハーフスリーブ(薄手)カラー:
ネイビーサイズ:M/(胸囲88-96c
m、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズハーフスリーブ（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

19,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ハーフスリーブ(薄手)カラー:
ネイビーサイズ:L/(胸囲92-100
cm、身長170-180cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズハーフスリーブ（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

19,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ハーフスリーブ(薄手)カラー:
ブラックサイズ:S/(胸囲84-92c
m、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズハーフスリーブ（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

19,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ハーフスリーブ(薄手)カラー:
ブラックサイズ:O/(胸囲96-104
cm、身長175-185cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズハーフスリーブ（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

19,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ハーフスリーブ(薄手)カラー:
ブラックサイズ:L/(胸囲92-100
cm、身長170-180cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズハーフスリーブ（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

19,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ハーフスリーブ(薄手)カラー:
ブラックサイズ:M/(胸囲88-96c
m、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースハーフスリーブ
（薄手）※カラー：ブラック／

19,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースハーフスリーブ(薄手)カラ
ー:ブラックサイズ:M/(胸囲79-
87cm、身長155-165cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズハーフスリーブ（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

19,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ハーフスリーブ(薄手)カラー:
ネイビーサイズ:O/(胸囲96-104
cm、身長175-185cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／アームカバー※カラー：ホワ
イト／サイズＯ【１０６７５４

20,000円

■内容量・サイズ/原産地アー
ムカバーカラー:ホワイト/サイ
ズ:O/(腕囲26-32cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／アームカバー※カラー：ホワ
イト／サイズＬ【１０６７５４

20,000円

■内容量・サイズ/原産地アー
ムカバーカラー:ホワイト/サイ
ズ:L/(腕囲24-30cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／アームカバー※カラー：ホワ
イト／サイズＭ【１０６７５４

20,000円

■内容量・サイズ/原産地アー
ムカバーカラー:ホワイト/サイ
ズ:M/(腕囲22-28cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／アームカバー※カラー：ホワ
イト／サイズＳ【１０６７５４

20,000円

■内容量・サイズ/原産地アー
ムカバーカラー:ホワイト/サイ
ズ:S/(腕囲20-26cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／アームカバー※カラー：ブラ
ック／サイズＯ【１０６７５４

20,000円

■内容量・サイズ/原産地アー
ムカバーカラー:ブラック/サイ
ズ:O/(腕囲26-32cm)原産地:日
本
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／アームカバー※カラー：ブラ
ック／サイズＬ【１０６７５３

20,000円

■内容量・サイズ/原産地アー
ムカバーカラー:ブラック/サイ
ズ:L/(腕囲24-30cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／アームカバー※カラー：ブラ
ック／サイズＭ【１０６７５３

20,000円

■内容量・サイズ/原産地アー
ムカバーカラー:ブラック/サイ
ズ:M/(腕囲22-28cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／アームカバー※カラー：ブラ
ック／サイズＳ【１０６７５３

20,000円

■内容量/原産地アームカバー
カラー:ブラック/サイズ:S/(腕
囲20-26cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カーフカバー※カラー：ブラ
ック／サイズＳＳ【１０６７５

20,000円

■内容量・サイズ/原産地カー
フカバーカラー:ブラック/サイ
ズ:SS/(ふくらはぎ27-32cm)原
産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カーフカバー※カラー：ブラ
ック／サイズＳ【１０６７５２

20,000円

■内容量・サイズ/原産地カー
フカバーカラー:ブラック/サイ
ズ:S/(ふくらはぎ30-35cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カーフカバー※カラー：ブラ
ック／サイズＭ【１０６７５３

20,000円

■内容量・サイズ/原産地カー
フカバーカラー:ブラック/サイ
ズ:M/(ふくらはぎ33-38cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／トライアングルバンデージ※
カラー：ホワイト／サイズＦ【

20,000円

■内容量・サイズ/原産地トラ
イアングルバンデージカラー:
ホワイト/サイズ:縦幅46cm横幅
98cm原産地:日本■原材料ポリ
エステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カーフカバー※カラー：ホワ
イト／サイズＳ【１０６７５３

20,000円

■内容量・サイズ/原産地カー
フカバーカラー:ホワイト/サイ
ズ:S/(ふくらはぎ30-35cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カーフカバー※カラー：ホワ
イト／サイズＭ【１０６７５３

20,000円

■内容量・サイズ/原産地カー
フカバーカラー:ホワイト/サイ
ズ:M/(ふくらはぎ33-38cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カーフカバー※カラー：ホワ
イト／サイズＬ【１０６７５３

20,000円

■内容量・サイズ/原産地カー
フカバーカラー:ホワイト/サイ
ズ:L/(ふくらはぎ36-41cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カーフカバー※カラー：ホワ
イト／サイズＯ【１０６７５３

20,000円

■内容量・サイズ/原産地カー
フカバーカラー:ホワイト/サイ
ズ:O/(ふくらはぎ39-44cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カーフカバー※カラー：ブラ
ック／サイズＬ【１０６７５３

20,000円

■内容量・サイズ/原産地カー
フカバーカラー:ブラック/サイ
ズ:L/(ふくらはぎ36-41cm)原産
地:日本
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ワッフルサポーターロゴタイ
プ※カラー：ブラック／サイズ

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ワッ
フルサポーターロゴタイプカラ
ー:ブラック/サイズ:S/(幅20-3
4cm、長さ34cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショーツ※カラー：モカ／サ
イズＬ【１０６７６０５】

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ーツカラー:モカ/サイズ:L/(ウ
エスト82-90cm、身長160-170cm
)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カーフカバー※カラー：ブラ
ック／サイズＯ【１０６７５３

20,000円

■内容量・サイズ/原産地カー
フカバーカラー:ブラック/サイ
ズ:O/(ふくらはぎ39-44cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／トライアングルバンデージ※
カラー：ブラック／サイズＦ【

20,000円

■内容量・サイズ/原産地トラ
イアングルバンデージカラー:
ブラック/サイズ:縦幅46cm横幅
98cm原産地:日本■原材料ポリ
エステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショーツ※カラー：モカ／サ
イズＭ【１０６７６０４】

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ーツカラー:モカ/サイズ:M/(ウ
エスト79-87㎝、身長155-165㎝
)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショーツ※カラー：モカ／サ
イズＳ【１０６７６０３】

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ーツカラー:モカ/サイズ:S/(ウ
エスト76-84cm、身長150-160cm
)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショーツ※カラー：ブラック
／サイズＬ【１０６７６０２】

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ーツカラー:ブラック/サイズ:L
/(ウエスト82-90cm、身長160-1
70cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショーツ※カラー：ブラック
／サイズＭ【１０６７６０１】

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ーツカラー:ブラック/サイズ:M
/(ウエスト79-87cm、身長155-1
65cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショーツ※カラー：ブラック
／サイズＳ【１０６７６００】

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ーツカラー:ブラック/サイズ:S
/(ウエスト76-84cm、身長150-1
60cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ウエストロール※カラー：ホ
ワイト／サイズＳ【１０６７４

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ウエ
ストロールカラー:ホワイト/サ
イズ:S/(ウエスト57-68cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ワッフルサポーターロゴタイ
プ※カラー：ブラック／サイズ

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ワッ
フルサポーターロゴタイプカラ
ー:ブラック/サイズ:M/(幅24-3
8cm、長さ38cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ワッフルサポーターロゴタイ
プ※カラー：ブラック／サイズ

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ワッ
フルサポーターロゴタイプカラ
ー:ブラック/サイズ:L/(幅28-4
2cm、長さ42cm)原産地:日本
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ワッフルサポーターロゴタイ
プ※カラー：ホワイト／サイズ

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ワッ
フルサポーターロゴタイプカラ
ー:ホワイト/サイズ:S/(幅20-3
4cm、長さ34cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ワッフルサポーターロゴタイ
プ※カラー：ホワイト／サイズ

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ワッ
フルサポーターロゴタイプカラ
ー:ホワイト/サイズ:M/(幅24-3
8cm、長さ38cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ワッフルサポーターロゴタイ
プ※カラー：ホワイト／サイズ

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ワッ
フルサポーターロゴタイプカラ
ー:ホワイト/サイズ:L/(幅28-4
2cm、長さ42cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドスクエアＳ※カ
ラー：クールグレイ／サイズＳ

20,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドスクエアSカラー:クー
ルグレイ/サイズ:S/(縦18cm、
横18cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ワッフルサポーター※カラー
：ホワイト／サイズＬ【１０６

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ワッ
フルサポーターカラー:ホワイ
ト/サイズ:L/(幅28-42cm、長さ
42cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ワッフルサポーター※カラー
：ホワイト／サイズＭ【１０６

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ワッ
フルサポーターカラー:ホワイ
ト/サイズ:M/(幅24-38cm、長さ
38cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ワッフルサポーター※カラー
：ホワイト／サイズＳ【１０６

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ワッ
フルサポーターカラー:ホワイ
ト/サイズ:S/(幅20-34cm、長さ
34cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドスクエアＳ※カ
ラー：ブラック／サイズＳ【１

20,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドスクエアSカラー:ブラ
ック/サイズ:S/(縦18cm、横18c
m)原産地:日本

川俣シャモローストチキン約１
．１ｋｇ【１０６４１８４】

20,000円

■内容量/加工地ローストチキ
ン約1.1kg加工地:福島県川俣町
■原材料お礼品に記載※アレル
ギー物質などの表示につきまし
ては、お礼品に記載しています
。

川俣シャモくんせい丸約１．２
ｋｇ【１０６４１８２】

20,000円

■内容量/加工地川俣シャモく
んせい丸約1.2kg加工地:福島県
川俣町■原材料お礼品に記載※
アレルギー物質などの表示につ
きましては、お礼品に記載して
い…

川俣シャモくんせい詰め合わせ
３～４人前【１０６４１８３】

20,000円

■内容量/製造地・加工地ソー
セージパセリハーブ160gソーセ
ージブラックペッパー110g製造
地:福島県川俣町くんせいハー
フ半身約650gササミくんせい85
g…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ウエストロール※カラー：ホ
ワイト／サイズＭ【１０６７４

20,000円

■内容量・サイズ/原産地ウエ
ストロールカラー:ホワイト/サ
イズ:M/(ウエスト67-79cm)原産
地:日本
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：ブラック／サイズ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:ブラックサ
イズ:O/(ウエスト82-90cm、身
長175-185cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：グレー／サイ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:グレー
サイズ:M/(ウエスト60-68cm、
身長155-165cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：グレー／サイ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:グレー
サイズ:L/(ウエスト63-71cm、
身長160-170cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：グレー／サイ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:グレー
サイズ:O/(ウエスト66-74cm、
身長165-175cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：ブラック／サ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:ブラッ
クサイズ:S/(ウエスト57-65cm
、身長150-160cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：ブラック／サ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:ブラッ
クサイズ:M/(ウエスト60-68cm
、身長155-165cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：ブラック／サ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:ブラッ
クサイズ:L/(ウエスト63-71cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリタイ
ツ（薄手）※カラー：ブラック

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:ブラッ
クサイズ:O/(ウエスト66-74cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：ネイビー／サ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:ネイビ
ーサイズ:S/(ウエスト57-65cm
、身長150-160cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：ネイビー／サ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:ネイビ
ーサイズ:M/(ウエスト60-68cm
、身長155-165cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：ネイビー／サ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:ネイビ
ーサイズ:L/(ウエスト63-71cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：ネイビー／サ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:ネイビ
ーサイズ:O/(ウエスト66-74cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：グレー／サイズＳ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:グレーサイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：グレー／サイズＭ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:グレーサイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：グレー／サイズＬ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:グレーサイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：グレー／サイズＯ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:グレーサイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：ブラック／サイズ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:ブラックサ
イズ:S/(ウエスト70-80cm、身
長160-170cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：ブラック／サイズ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:ブラックサ
イズ:M/(ウエスト74-82cm、身
長165-175cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：ブラック／サイズ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:ブラックサ
イズ:L/(ウエスト78-86cm、身
長170-180cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
薄手）※カラー：グレー／サイ

21,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(薄手)カラー:グレー
サイズ:S/(ウエスト57-65cm、
身長150-160cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：ネイビー／サイズ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:ネイビーサ
イズ:S/(ウエスト70-80cm、身
長160-170cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：ネイビー／サイズ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:ネイビーサ
イズ:M/(ウエスト74-82cm、身
長165-175cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：ネイビー／サイズ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:ネイビーサ
イズ:L/(ウエスト78-86cm、身
長170-180cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（薄手
）※カラー：ネイビー／サイズ

21,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(薄手)カラー:ネイビーサ
イズ:O/(ウエスト82-90cm、身
長175-185cm)原産地:日本■原
材料…



ふるさと納税お礼の品一覧
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：グレー／サ

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:グレーサイズ:S/(胸囲76-84
cm、身長150-160cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：グレー／サ

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:グレーサイズ:M/(胸囲79-87
cm、身長155-165cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：グレー／サ

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:グレーサイズ:L/(胸囲82-90
cm、身長160-170cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：グレー／サ

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:グレーサイズ:O/(胸囲85-93
cm、身長165-175cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：ブラック／

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:ブラックサイズ:S/(胸囲76-
84cm、身長150-160cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
ネイビーサイズ:O/(胸囲96-104
cm、身長175-185cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
ネイビーサイズ:L/(胸囲92-100
cm、身長170-180cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
ネイビーサイズ:M/(胸囲88-96c
m、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：ネイビー／サイ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
ネイビーサイズ:S/(胸囲84-92c
m、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
ブラックサイズ:O/(胸囲96-104
cm、身長175-185cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
ブラックサイズ:L/(胸囲92-100
cm、身長170-180cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
ブラックサイズ:M/(胸囲88-96c
m、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…
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福島県　川俣町

福島県川俣町産川俣シルク・古
関裕而先生スケッチ画Ａ４サイ
ズ額入り「福島盆地」【１１…

22,000円

■内容量・サイズ/製造地A4サ
イズ額入り「福島盆地」1枚サ
イズ:例/たて21cm×よこ30cm製
造地:福島県川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：ブラック／

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:ブラックサイズ:L/(胸囲82-
90cm、身長160-170cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：ブラック／

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:ブラックサイズ:O/(胸囲85-
93cm、身長165-175cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：ネイビー／

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:ネイビーサイズ:S/(胸囲76-
84cm、身長150-160cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：ブラック／

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:ブラックサイズ:M/(胸囲79-
87cm、身長155-165cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：ネイビー／

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:ネイビーサイズ:M/(胸囲79-
87cm、身長155-165cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：ネイビー／

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:ネイビーサイズ:L/(胸囲82-
90cm、身長160-170cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングスリーブ
（薄手）※カラー：ネイビー／

22,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースロングスリーブ(薄手)カラ
ー:ネイビーサイズ:O/(胸囲85-
93cm、身長165-175cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：グレー／サイズ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
グレーサイズ:S/(胸囲84-92cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プロ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：ブラック／サイ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
ブラックサイズ:S/(胸囲84-92c
m、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：グレー／サイズ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
グレーサイズ:O/(胸囲96-104cm
、身長175-185cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プロ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：グレー／サイズ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
グレーサイズ:L/(胸囲92-100cm
、身長170-180cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プロ…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングスリーブ（薄
手）※カラー：グレー／サイズ

22,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(薄手)カラー:
グレーサイズ:M/(胸囲88-96cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プロ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：ブラック／サイズＭ

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:ブラックサ
イズ:M/(ウエスト74-82cm、身
長165-175cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：ブラック／サイズＬ

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:ブラックサ
イズ:L/(ウエスト78-86cm、身
長170-180cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：ブラック／サイズＯ

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:ブラックサ
イズ:O/(ウエスト82-90cm、身
長175-185cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：ネイビー／サイズＭ

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:ネイビーサ
イズ:M/(ウエスト74-82cm、身
長165-175cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：ネイビー／サイズＬ

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:ネイビーサ
イズ:L/(ウエスト78-86cm、身
長170-180cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：ネイビー／サイズＯ

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:ネイビーサ
イズ:O/(ウエスト82-90cm、身
長175-185cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：ネイビー／サイズＳ

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:ネイビーサ
イズ:S/(ウエスト70-80cm、身
長160-170cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：ブラック／サイズＳ

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:ブラックサ
イズ:S/(ウエスト70-80cm、身
長160-170cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：グレー／サイズＯ【

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:グレーサイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：グレー／サイズＬ【

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:グレーサイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：グレー／サイズＭ【

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:グレーサイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポ…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：グレー／サイ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:グレー
サイズ:S/(ウエスト57-65cm、
身長150-160cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：グレー／サイ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:グレー
サイズ:M/(ウエスト60-68cm、
身長155-165cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：グレー／サイ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:グレー
サイズ:O/(ウエスト66-74cm、
身長165-175cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：ブラック／サ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:ブラッ
クサイズ:S/(ウエスト57-65cm
、身長150-160cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：ブラック／サ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:ブラッ
クサイズ:M/(ウエスト60-68cm
、身長155-165cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：ブラック／サ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:ブラッ
クサイズ:L/(ウエスト63-71cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：ブラック／サ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:ブラッ
クサイズ:O/(ウエスト66-74cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：ネイビー／サ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:ネイビ
ーサイズ:S/(ウエスト57-65cm
、身長150-160cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：ネイビー／サ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:ネイビ
ーサイズ:M/(ウエスト60-68cm
、身長155-165cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：ネイビー／サ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:ネイビ
ーサイズ:L/(ウエスト63-71cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：ネイビー／サ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:ネイビ
ーサイズ:O/(ウエスト66-74cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズ七分タイツ（厚手）
※カラー：グレー／サイズＳ【

25,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPP七分丈タ
イツ(厚手)カラー:グレーサイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポ…
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／トランクス※カラー：ブラッ
ク／サイズＳ【１０６７６０６

25,000円

■内容量・サイズ/原産地トラ
ンクスカラー:ブラック/サイズ
:S/(ウエスト70-80cm、身長160
-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／トランクス※カラー：ブラッ
ク／サイズＭ【１０６７６０７

25,000円

■内容量・サイズ/原産地トラ
ンクスカラー:ブラック/サイズ
:M/(ウエスト74-82cm、身長165
-175cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／トランクス※カラー：ブラッ
ク／サイズＬ【１０６７６０８

25,000円

■内容量・サイズ/原産地トラ
ンクスカラー:ブラック/サイズ
:L/(ウエスト78-86cm、身長170
-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／トランクス※カラー：ブラッ
ク／サイズＯ【１０６７６０９

25,000円

■内容量・サイズ/原産地トラ
ンクスカラー:ブラック/サイズ
:O/(ウエスト82-90cm、身長175
-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ウエストロール※カラー：ホ
ワイト／サイズＬ【１２２６５

25,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ウエスト
ロール※カラー:ホワイト/サイ
ズL[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分ポ
リ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ウエストロール※カラー：ブ
ラック／サイズＳ【１２２６４

25,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ウエスト
ロール※カラー:ブラック/サイ
ズS[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分ポ
リ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディース七分丈タイツ（
厚手）※カラー：グレー／サイ

25,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPP七分
丈タイツ(厚手)カラー:グレー
サイズ:L/(ウエスト63-71cm、
身長160-170cm)原産地:日本■
原材…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ウエストロール※カラー：ブ
ラック／サイズＭ【１２２６４

25,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ウエスト
ロール※カラー:ブラック/サイ
ズM[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分ポ
リ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ウエストロール※カラー：ブ
ラック／サイズＬ【１２２６４

25,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ウエスト
ロール※カラー:ブラック/サイ
ズL[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分ポ
リ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ウエストロール※カラー：ホ
ワイト／サイズＳ【１２２６４

25,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ウエスト
ロール※カラー:ホワイト/サイ
ズS[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分ポ
リ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ウエストロール※カラー：ホ
ワイト／サイズＭ【１２２６４

25,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/ウエスト
ロール※カラー:ホワイト/サイ
ズM[1着]原産地:日本/加工地:
福島県川俣町■原材料・成分ポ
リ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：ブラック／サ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:ブラッ
クサイズ:L/(ウエスト63-71cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：ブラック／サ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:ブラッ
クサイズ:S/(ウエスト57-65cm
、身長150-160cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：ブラック／サ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:ブラッ
クサイズ:M/(ウエスト60-68cm
、身長155-165cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：グレー／サイ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:グレー
サイズ:L/(ウエスト63-71cm、
身長160-170cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：グレー／サイ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:グレー
サイズ:M/(ウエスト60-68cm、
身長155-165cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：グレー／サイ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:グレー
サイズ:S/(ウエスト57-65cm、
身長150-160cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：ブラック／サ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:ブラッ
クサイズ:O/(ウエスト66-74cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：ネイビー／サ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:ネイビ
ーサイズ:S/(ウエスト57-65cm
、身長150-160cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：ネイビー／サ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:ネイビ
ーサイズ:M/(ウエスト60-68cm
、身長155-165cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：ネイビー／サ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:ネイビ
ーサイズ:L/(ウエスト63-71cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：ネイビー／サ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:ネイビ
ーサイズ:O/(ウエスト66-74cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（厚手
）※カラー：グレー／サイズＳ

27,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(厚手)カラー:グレーサイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（厚手
）※カラー：ネイビー／サイズ

27,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(厚手)カラー:ネイビーサ
イズ:O/(ウエスト82-90cm、身
長175-185cm)原産地:日本■原
材料…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（厚手
）※カラー：ネイビー／サイズ

27,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(厚手)カラー:ネイビーサ
イズ:L/(ウエスト78-86cm、身
長170-180cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（厚手
）※カラー：グレー／サイズＯ

27,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(厚手)カラー:グレーサイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（厚手
）※カラー：ネイビー／サイズ

27,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(厚手)カラー:ネイビーサ
イズ:M/(ウエスト74-82cm、身
長165-175cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（厚手
）※カラー：グレー／サイズＬ

27,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(厚手)カラー:グレーサイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（厚手
）※カラー：グレー／サイズＭ

27,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(厚手)カラー:グレーサイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポ…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／メンズロングタイツ（厚手
）※カラー：ネイビー／サイズ

27,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ブレステックメリノPPロングタ
イツ(厚手)カラー:ネイビーサ
イズ:S/(ウエスト70-80cm、身
長160-170cm)原産地:日本■原
材料…

保温アンダーウェアＯＮＹＯＮ
Ｅ／レディースロングタイツ（
厚手）※カラー：グレー／サイ

27,000円

■内容・サイズ/原産地レディ
ースブレステックメリノPPロン
グタイツ(厚手)カラー:グレー
サイズ:O/(ウエスト66-74cm、
身長165-175cm)原産地:日本■
原材…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：ネイビー／サイズＯ

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
ネイビーサイズ:O/(胸囲96-104
cm、身長175-185cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：ネイビー／サイズＬ

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
ネイビーサイズ:L/(胸囲92-100
cm、身長170-180cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：ネイビー／サイズＭ

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
ネイビーサイズ:M/(胸囲88-96c
m、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：ネイビー／サイズＳ

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
ネイビーサイズ:S/(胸囲84-92c
m、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：ブラック／サイズＯ

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
ブラックサイズ:O/(胸囲96-104
cm、身長175-185cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：ブラック／サイズＬ

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
ブラックサイズ:L/(胸囲92-100
cm、身長170-180cm)原産地:日
本■原材料ポリエステル60%ポ
リプ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：ブラック／サイズＭ

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
ブラックサイズ:M/(胸囲88-96c
m、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：ブラック／サイズＳ

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
ブラックサイズ:S/(胸囲84-92c
m、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：グレー／サイズＯ【

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
グレーサイズ:O/(胸囲96-104cm
、身長175-185cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プロ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：グレー／サイズＳ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:グレー/サイズ:S/(胸囲76
-84cm、身長150-160cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：グレー／サイズＭ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:グレー/サイズ:M/(胸囲79
-87cm、身長155-165cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：グレー／サイズＬ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:グレー/サイズ:L/(胸囲82
-90cm、身長160-170cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：グレー／サイズＯ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:グレー/サイズ:O/(胸囲85
-93cm、身長165-175cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル60%
ポ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：ブラック／サイズ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:ブラック/サイズ:S/(胸囲
76-84cm、身長150-160cm)原産
地:日本■原材料ポリエステル6
0%…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：ブラック／サイズ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:ブラック/サイズ:M/(胸囲
79-87cm、身長155-165cm)原産
地:日本■原材料ポリエステル6
0%…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：ブラック／サイズ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:ブラック/サイズ:L/(胸囲
82-90cm、身長160-170cm)原産
地:日本■原材料ポリエステル6
0%…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：ブラック／サイズ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:ブラック/サイズ:O/(胸囲
85-93cm、身長165-175cm)原産
地:日本■原材料ポリエステル6
0%…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：グレー／サイズＳ【

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
グレーサイズ:S/(胸囲84-92cm
、身長160-170cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プロ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：グレー／サイズＭ【

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
グレーサイズ:M/(胸囲88-96cm
、身長165-175cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プロ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブ（厚手）
※カラー：グレー／サイズＬ【

29,000円

■内容・サイズ/原産地メンズ
ロングスリーブ(厚手)カラー:
グレーサイズ:L/(胸囲92-100cm
、身長170-180cm)原産地:日本
■原材料ポリエステル60%ポリ
プロ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：ネイビー／サイズ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:ネイビー/サイズ:O/(胸囲
85-93cm、身長165-175cm)原産
地:日本■原材料ポリエステル6
0%…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：ネイビー／サイズ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:ネイビー/サイズ:L/(胸囲
82-90cm、身長160-170cm)原産
地:日本■原材料ポリエステル6
0%…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：ネイビー／サイズ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:ネイビー/サイズ:M/(胸囲
79-87cm、身長155-165cm)原産
地:日本■原材料ポリエステル6
0%…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブ（厚手
）※カラー：ネイビー／サイズ

29,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブ(厚手)カ
ラー:ネイビー/サイズ:S/(胸囲
76-84cm、身長150-160cm)原産
地:日本■原材料ポリエステル6
0%…

妖精の羽・塩縮オーガンジーポ
ケットチーフ（加賀友禅）鎖／
イエロー【１０６３７１８】

30,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーポケット
チーフ(加賀友禅)鎖/イエロー
サイズ約25cm×約25cm製造地:
福島県川俣町■原材料シルク10
0%

川俣シルクストール（大）青葉
【１０９９８６４】

30,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(青葉)1枚サイ
ズ43cm×198cm製造地:福島県川
俣町■原材料生糸

川俣シルクストール（大）新緑
【１０９９８６３】

30,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(新緑)1枚サイ
ズ43cm×198cm製造地:福島県川
俣町■原材料生糸

川俣シルクストール（大）花見
山【１０９９８６２】

30,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(花見山)1枚サ
イズ43cm×198cm製造地:福島県
川俣町■原材料生糸

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ＡＡＴＨクロス※カラー：マ
ゼンダ／サイズＦ【１１２５６

30,000円

■内容量・サイズ/原産地AATH
クロスカラー:マゼンダ/サイズ
:F/(縦50cm、横170cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル100%
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアショルダースリーブ※
カラー：クールグレイ／サイズ

30,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アショルダースリーブカラー:
クールグレイ/サイズ:F/原産地
:日本■原材料ポリエステル100
%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアショルダースリーブ※
カラー：ブラック／サイズＦ【

30,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アショルダースリーブカラー:
ブラック/サイズ:F/原産地:日
本■原材料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアショルダースリーブ※
カラー：ネイビー／サイズＦ【

30,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アショルダースリーブカラー:
ネイビー/サイズ:F/原産地:日
本■原材料ポリエステル100%

妖精の羽・塩縮オーガンジーポ
ケットチーフ（加賀友禅）鎖／
パープル【１０６３７１４】

30,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーポケット
チーフ(加賀友禅)鎖/パープル
サイズ約25cm×約25cm製造地:
福島県川俣町■原材料シルク10
0%

川俣シャモくんせい豪華詰め合
わせ【１０６４１８５】

30,000円

■内容量/製造地・加工地ソー
セージパセリハーブ160gソーセ
ージブラックペッパー110g荒挽
きミートローフ130g製造地:福
島県川俣町ササミくんせい85g
く…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドスクエアＭ※カ
ラー：ブラック／サイズＭ【１

30,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドスクエアMカラー:ブラ
ック/サイズ:M/(縦30cm、横30c
m)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドスクエアＭ※カ
ラー：クールグレイ／サイズＭ

30,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドスクエアMカラー:クー
ルグレイ/サイズ:M/(縦30cm、
横30cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ＡＡＴＨクロス※カラー：ク
ールグレイ／サイズＦ【１０６

30,000円

■内容量・サイズ/原産地AATH
クロスカラー:クールグレイ/サ
イズ:F/(縦50cm、横170cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ノースリーブアンダー※カラ
ー：ホワイト／サイズＯ【１０

30,000円

■内容・サイズ/原産地ノース
リーブアンダーカラー:ホワイ
ト/サイズ:O/(胸囲96-104cm、
身長175-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ノースリーブアンダー※カラ
ー：ブラック／サイズＳ【１０

30,000円

■内容・サイズ/原産地ノース
リーブアンダーカラー:ブラッ
ク/サイズ:S/(胸囲84-92cm、身
長160-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ノースリーブアンダー※カラ
ー：ブラック／サイズＭ【１０

30,000円

■内容・サイズ/原産地ノース
リーブアンダーカラー:ブラッ
ク/サイズ:M/(胸囲88-96cm、身
長165-175cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ノースリーブアンダー※カラ
ー：ブラック／サイズＬ【１０

30,000円

■内容・サイズ/原産地ノース
リーブアンダーカラー:ブラッ
ク/サイズ:L/(胸囲92-100cm、
身長170-180cm)原産地:日本
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ノースリーブアンダー※カラ
ー：ブラック／サイズＯ【１０

30,000円

■内容・サイズ/原産地ノース
リーブアンダーカラー:ブラッ
ク/サイズ:O/(胸囲96-104cm、
身長175-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ノースリーブアンダー※カラ
ー：ホワイト／サイズＳ【１０

30,000円

■内容・サイズ/原産地ノース
リーブアンダーカラー:ホワイ
ト/サイズ:S/(胸囲84-92cm、身
長160-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ノースリーブアンダー※カラ
ー：ホワイト／サイズＭ【１０

30,000円

■内容・サイズ/原産地ノース
リーブアンダーカラー:ホワイ
ト/サイズ:M/(胸囲88-96cm、身
長165-175cm)原産地:日本

川俣シルクストール（大）紫陽
花【１０９９８６５】

30,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(紫陽花)1枚サ
イズ43cm×198cm製造地:福島県
川俣町■原材料生糸

川俣シルクストール（大）秋風
【１０９９８６６】

30,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(秋風)1枚サイ
ズ43cm×198cm製造地:福島県川
俣町■原材料生糸

川俣シルクストール（大）紅葉
【１０９９８６７】

30,000円

■内容量・サイズ/製造地川俣
シルクストール(紅葉)1枚サイ
ズ43cm×198cm製造地:福島県川
俣町■原材料生糸

妖精の羽・塩縮オーガンジーポ
ケットチーフ（加賀友禅）鎖／
ワインレッド【１０６３７１…

30,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーポケット
チーフ(加賀友禅)鎖/ワインレ
ッドサイズ約25cm×約25cm製造
地:福島県川俣町■原材料シル
ク10…

妖精の羽・塩縮オーガンジーポ
ケットチーフ（加賀友禅）鎖／
ライトブルー【１０６３７１…

30,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーポケット
チーフ(加賀友禅)鎖/ライトブ
ルーサイズ約25cm×約25cm製造
地:福島県川俣町■原材料シル
ク10…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ノースリーブアンダー※カラ
ー：ホワイト／サイズＬ【１０

30,000円

■内容・サイズ/原産地ノース
リーブアンダーカラー:ホワイ
ト/サイズ:L/(胸囲92-100cm、
身長170-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ＡＡＴＨクロス※カラー：ブ
ラック／サイズＦ【１０６７５

30,000円

■内容量・サイズ/原産地AATH
クロスカラー:ブラック/サイズ
:F/(縦50cm、横170cm)原産地:
日本

川俣シャモの大満足セット【１
２２５１８６】

30,000円

■お礼品の内容について・スラ
イス肉[300g×1パック]原産地:
福島県川俣町/加工地:福島県川
俣町賞味期限:発送日から60日
・カット肉[300g×1パック]原
産…

妖精の羽・塩縮オーガンジーポ
ケットチーフ（加賀友禅）鎖／
ピンク【１０６３７１５】

30,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーポケット
チーフ(加賀友禅)鎖/ピンクサ
イズ約25cm×約25cm製造地:福
島県川俣町■原材料シルク100%
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／レディスショートタイツ※カ
ラー：ブラック／サイズＭ【１

33,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィスショートタイツカラー:ブ
ラック/サイズ:M/(ウエスト60-
68cm、身長155-165cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル85%
ポリ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／レディスショートタイツ※カ
ラー：ブラック／サイズＬ【１

33,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィスショートタイツカラー:ブ
ラック/サイズ:L/(ウエスト63-
71cm、身長160-170cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル85%
ポリ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショートタイツ※カラー：ブ
ラック／サイズＳＳ【１１２５

33,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ートタイツカラー:ブラック/サ
イズ:SS/(ウエスト66-74cm、身
長155-165cm)原産地:日本■原
材料ポリエステル85%ポリウレ
タ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショートタイツ※カラー：ブ
ラック／サイズＳ【１１２５５

33,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ートタイツカラー:ブラック/サ
イズ:S/(ウエスト70-78cm、身
長160-170cm)原産地:日本■原
材料ポリエステル85%ポリウレ
タン…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショートタイツ※カラー：ブ
ラック／サイズＭ【１１２５５

33,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ートタイツカラー:ブラック/サ
イズ:M/(ウエスト74-82cm、身
長165-175cm)原産地:日本■原
材料ポリエステル85%ポリウレ
タン…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショートタイツ※カラー：ブ
ラック／サイズＬ【１１２５５

33,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ートタイツカラー:ブラック/サ
イズ:L/(ウエスト78-86cm、身
長170-180cm)原産地:日本■原
材料ポリエステル85%ポリウレ
タン…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ショートタイツ※カラー：ブ
ラック／サイズＯ【１１２５５

33,000円

■内容量・サイズ/原産地ショ
ートタイツカラー:ブラック/サ
イズ:O/(ウエスト82-90cm、身
長175-185cm)原産地:日本■原
材料ポリエステル85%ポリウレ
タン…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／レディスショートタイツ※カ
ラー：ブラック／サイズＳ【１

33,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィスショートタイツカラー:ブ
ラック/サイズ:S/(ウエスト57-
75cm、身長150-160cm)原産地:
日本■原材料ポリエステル85%
ポリ…

８ｋｇ樽仕立て味噌（福島県産
米・豆）【１０９９０３５】

34,000円

■内容量/加工地樽入味噌8kg×
1加工地:福島県川俣町■原材料
県産米100%県産大豆100%塩

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブハーフＺ
ＩＰ※カラー：グレー／サイズ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地メン
ズロングスリーブハーフZIP(厚
手)カラー:グレー/サイズ:L/(
胸囲92-100cm、身長170-180cm)
原産地:日本■原材料ポリエス
テ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブハーフＺ
ＩＰ※カラー：グレー／サイズ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地メン
ズロングスリーブハーフZIP(厚
手)カラー:グレー/サイズ:M/(
胸囲88-96cm、身長165-175cm)
原産地:日本■原材料ポリエス
テル…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：ネイビー／サ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:ネイビー/サイ
ズ:O/(胸囲85-93cm、身長165-1
75cm)原産地:日本■原材料ポリ
エ…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：ネイビー／サ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:ネイビー/サイ
ズ:L/(胸囲82-90cm、身長160-1
70cm)原産地:日本■原材料ポリ
エ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：ネイビー／サ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:ネイビー/サイ
ズ:M/(胸囲79-87cm、身長155-1
65cm)原産地:日本■原材料ポリ
エ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：ネイビー／サ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:ネイビー/サイ
ズ:S/(胸囲76-84cm、身長150-1
60cm)原産地:日本■原材料ポリ
エ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：ブラック／サ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:ブラック/サイ
ズ:O/(胸囲85-93cm、身長165-1
75cm)原産地:日本■原材料ポリ
エ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：ブラック／サ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:ブラック/サイ
ズ:L/(胸囲82-90cm、身長160-1
70cm)原産地:日本■原材料ポリ
エ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：ブラック／サ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:ブラック/サイ
ズ:M/(胸囲79-87cm、身長155-1
65cm)原産地:日本■原材料ポリ
エ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：ブラック／サ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:ブラック/サイ
ズ:S/(胸囲76-84cm、身長150-1
60cm)原産地:日本■原材料ポリ
エ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：グレー／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:グレー/サイズ:
O/(胸囲85-93cm、身長165-175c
m)原産地:日本■原材料ポリエ
ス…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：グレー／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:グレー/サイズ:
L/(胸囲82-90cm、身長160-170c
m)原産地:日本■原材料ポリエ
ス…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：グレー／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:グレー/サイズ:
M/(胸囲79-87cm、身長155-165c
m)原産地:日本■原材料ポリエ
ス…

保温アンダーウェアオンヨネ／
レディスロングスリーブハーフ
ＺＩＰ※カラー：グレー／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地レデ
ィースロングスリーブハーフZI
P(厚手)カラー:グレー/サイズ:
S/(胸囲76-84cm、身長150-160c
m)原産地:日本■原材料ポリエ
ス…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブハーフＺ
ＩＰ※カラー：ブラック／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地メン
ズロングスリーブハーフZIP(厚
手)カラー:ブラック/サイズ:S/
(胸囲84-92cm、身長160-170cm)
原産地:日本■原材料ポリエス
テ…
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福島県　川俣町

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブハーフＺ
ＩＰ※カラー：ネイビー／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地メン
ズロングスリーブハーフZIP(厚
手)カラー:ネイビー/サイズ:O/
(胸囲96-104cm、身長175-185cm
)原産地:日本■原材料ポリエス
…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブハーフＺ
ＩＰ※カラー：ブラック／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地メン
ズロングスリーブハーフZIP(厚
手)カラー:ブラック/サイズ:O/
(胸囲96-104cm、身長175-185cm
)原産地:日本■原材料ポリエス
…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブハーフＺ
ＩＰ※カラー：ネイビー／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地メン
ズロングスリーブハーフZIP(厚
手)カラー:ネイビー/サイズ:L/
(胸囲92-100cm、身長170-180cm
)原産地:日本■原材料ポリエス
…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブハーフＺ
ＩＰ※カラー：ネイビー／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地メン
ズロングスリーブハーフZIP(厚
手)カラー:ネイビー/サイズ:M/
(胸囲88-96cm、身長165-175cm)
原産地:日本■原材料ポリエス
テ…

保温アンダーウェアオンヨネ／
メンズロングスリーブハーフＺ
ＩＰ※カラー：ネイビー／サイ

37,000円

■内容量・サイズ/原産地メン
ズロングスリーブハーフZIP(厚
手)カラー:ネイビー/サイズ:S/
(胸囲84-92cm、身長160-170cm)
原産地:日本■原材料ポリエス
テ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付アンダー※カラー：
モカ／サイズＭ【１０６７５６

40,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付アンダーカラー:モカ/サイズ
:M/(バスト79-87cm、身長155-1
65cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付アンダー※カラー：
モカ／サイズＳ【１０６７５６

40,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付アンダーカラー:モカ/サイズ
:S/(バスト76-84cm、身長150-1
60cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付アンダー※カラー：
ブラック／サイズＬ【１０６７

40,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付アンダーカラー:ブラック/サ
イズ:L/(バスト82-90cm、身長1
60-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付アンダー※カラー：
ブラック／サイズＳ【１０６７

40,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付アンダーカラー:ブラック/サ
イズ:S/(バスト76-84cm、身長1
50-160cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／セミロングタイツ※カラー：
ブラック／サイズＳＳ【１０６

40,000円

■内容量・サイズ/原産地セミ
ロングタイツカラー:ブラック/
サイズ:SS/(ウエスト66-74cm、
身長155-165cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／セミロングタイツ※カラー：
ブラック／サイズＳ【１０６７

40,000円

■内容量・サイズ/原産地セミ
ロングタイツカラー:ブラック/
サイズ:S/(ウエスト70-80cm、
身長160-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／セミロングタイツ※カラー：
ブラック／サイズＭ【１０６７

40,000円

■内容量・サイズ/原産地セミ
ロングタイツカラー:ブラック/
サイズ:M/(ウエスト74-82cm、
身長165-175cm)原産地:日本
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／セミロングタイツ※カラー：
ブラック／サイズＬ【１０６７

40,000円

■内容量・サイズ/原産地セミ
ロングタイツカラー:ブラック/
サイズ:L/(ウエスト78-86cm、
身長170-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／セミロングタイツ※カラー：
ブラック／サイズＯ【１０６７

40,000円

■内容量・サイズ/原産地セミ
ロングタイツカラー:ブラック/
サイズ:O/(ウエスト82-90cm、
身長175-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／セミロングタイツ※カラー：
ホワイト／サイズＳ【１０６７

40,000円

■内容量・サイズ/原産地セミ
ロングタイツカラー:ホワイト/
サイズ:S/(ウエスト70-80cm、
身長160-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／セミロングタイツ※カラー：
ホワイト／サイズＭ【１０６７

40,000円

■内容量・サイズ/原産地セミ
ロングタイツカラー:ホワイト/
サイズ:M/(ウエスト74-82cm、
身長165-175cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／セミロングタイツ※カラー：
ホワイト／サイズＬ【１０６７

40,000円

■内容量・サイズ/原産地セミ
ロングタイツカラー:ホワイト/
サイズ:L/(ウエスト78-86cm、
身長170-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／セミロングタイツ※カラー：
ホワイト／サイズＯ【１０６７

40,000円

■内容量・サイズ/原産地セミ
ロングタイツカラー:ホワイト/
サイズ:O/(ウエスト82-90cm、
身長175-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付アンダー※カラー：
ブラック／サイズＭ【１０６７

40,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付アンダーカラー:ブラック/サ
イズ:M/(バスト79-87cm、身長1
55-165cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付アンダー※カラー：
モカ／サイズＬ【１０６７５６

40,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付アンダーカラー:モカ/サイズ
:L/(バスト82-90cm、身長160-1
70cm)原産地:日本

リュックＯＮＹＯＮＥ／リュッ
クサックチーム※カラー：ブラ
ック／サイズＦ【１１０３５０

43,000円

■内容量・サイズ/製造地リュ
ックサックチームカラー:ブラ
ック/サイズ:縦60cm、横29cm、
奥行21-26cm/容量:40L～42L製
造地:中国

リュックＯＮＹＯＮＥ／リュッ
クサックコミューター※カラー
：カモ／サイズＦ【１１０３５

43,000円

■内容量・サイズ/製造地リュ
ックサックコミューターカラー
:カモ/サイズ:縦49cm、横31cm
、奥行16cm/容量:21L～23L製造
地:中国

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：マゼ
ンダ／サイズＳ【１１０３５３

43,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:マゼンダ/サイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：マゼ
ンダ／サイズＭ【１１０３５３

43,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:マゼンダ/サイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：マゼ
ンダ／サイズＳＳ【１１０３５

43,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:マゼンダ/サイ
ズ:SS/(ウエスト66-74cm、身長
155-165cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：マゼ
ンダ／サイズＬ【１１０３５３

43,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:マゼンダ/サイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付キャミソール※カラ
ー：モカ／サイズＳ【１０６７

45,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付キャミソールカラー:モカ/サ
イズ:S/(バスト76-84cm、ウエ
スト76-84cm、身長150-160cm)
原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付キャミソール※カラ
ー：ブラック／サイズＳ【１０

45,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付キャミソールカラー:ブラッ
ク/サイズ:S/(バスト76-84cm、
ウエスト76-84cm、身長150-160
cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＳ【１０６７６２

45,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＭ【１０６７６３

45,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付キャミソール※カラ
ー：モカ／サイズＭ【１０６７

45,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付キャミソールカラー:モカ/サ
イズ:M/(バスト79-87cm、ウエ
スト79-87cm、身長155-165cm)
原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付キャミソール※カラ
ー：モカ／サイズＬ【１０６７

45,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付キャミソールカラー:モカ/サ
イズ:L/(バスト82-90cm、ウエ
スト82-90cm、身長160-170cm)
原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付キャミソール※カラ
ー：ブラック／サイズＭ【１０

45,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付キャミソールカラー:ブラッ
ク/サイズ:M/(バスト79-87cm、
ウエスト79-87cm、身長155-165
cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／カップ付キャミソール※カラ
ー：ブラック／サイズＬ【１０

45,000円

■内容・サイズ/原産地カップ
付キャミソールカラー:ブラッ
ク/サイズ:L/(バスト82-90cm、
ウエスト82-90cm、身長160-170
cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＬ【１０６７６３

45,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＯ【１０６７６３

45,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本
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リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＳ【１０６７６３

45,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＭ【１０６７６３

45,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＬ【１０６７６３

45,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＯ【１０６７６３

45,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：マ
ゼンダ／サイズＬ【１１０３５

47,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フTシャツカラー:マゼンダ/サ
イズ:L/(胸囲92-100cm、身長17
0-180cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：マ
ゼンダ／サイズＳ【１１０３５

47,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フTシャツカラー:マゼンダ/サ
イズ:S/(胸囲84-92cm、身長160
-170cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：マ
ゼンダ／サイズＳＳ【１１０３

47,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フTシャツカラー:マゼンダ/サ
イズ:SS/(胸囲80-88cm、身長15
5-165cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：マ
ゼンダ／サイズＭ【１１０３５

47,000円

■内容量・サイズ/原産地ハー
フTシャツカラー:マゼンダ/サ
イズ:M/(胸囲88-96cm、身長165
-175cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングタイツ※カラー：ブラ
ック／サイズＭ【１１０３５２

50,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グタイツカラー:ブラック/サイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングタイツ※カラー：ブラ
ック／サイズＳ【１１０３５２

50,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グタイツカラー:ブラック/サイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングタイツ※カラー：ブラ
ック／サイズＳＳ【１１０３５

50,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グタイツカラー:ブラック/サイ
ズ:SS/(ウエスト66-74cm、身長
155-165cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル85%ポリウレタ
ン1…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ネ
イビー／サイズＬ【１０６７５

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:ネイビー/サイズ
:L/(胸囲92-100cm、身長170-18
0cm)原産地:日本
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リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドエルボー※カラ
ー：ブラック／サイズＦ【１０

50,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドエルボーカラー:ブラ
ック/サイズ:F/(袖口21cm、袖
上囲34cm、総丈45cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドエルボー※カラ
ー：クールグレイ／サイズＦ【

50,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドエルボーカラー:クー
ルグレイ/サイズ:F/(袖口21cm
、袖上囲34cm、総丈45cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ネ
イビー／サイズＳ【１０６７５

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:ネイビー/サイズ
:S/(胸囲84-92cm、身長160-170
cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングタイツ※カラー：ブラ
ック／サイズＬ【１１０３５３

50,000円

■内容量・サイズ/製造地ロン
グタイツカラー:ブラック/サイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ネ
イビー／サイズＭ【１０６７５

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:ネイビー/サイズ
:M/(胸囲88-96cm、身長165-175
cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＳ【１０６

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:クールグレイ/サ
イズ:S/(胸囲84-92cm、身長160
-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングタイツ※カラー：ブラ
ック／サイズＯ【１１０３５３

50,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グタイツカラー:ブラック/サイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＭ【１０６

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:クールグレイ/サ
イズ:M/(胸囲88-96cm、身長165
-175cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＬ【１０６

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:クールグレイ/サ
イズ:L/(胸囲92-100cm、身長17
0-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＯ【１０６

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:クールグレイ/サ
イズ:O/(胸囲96-104cm、身長17
5-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＳ【１０６７５

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:ブラック/サイズ
:S/(胸囲84-92cm、身長160-170
cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＭ【１０６７５

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:ブラック/サイズ
:M/(胸囲88-96cm、身長165-175
cm)原産地:日本
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リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＬ【１０６７５

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:ブラック/サイズ
:L/(胸囲92-100cm、身長170-18
0cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＯ【１０６７５

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:ブラック/サイズ
:O/(胸囲96-104cm、身長175-18
5cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ハーフＴシャツ※カラー：ネ
イビー／サイズＯ【１０６７５

50,000円

■内容・サイズ/原産地ハーフT
シャツカラー:ネイビー/サイズ
:O/(胸囲96-104cm、身長175-18
5cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：クー
ルグレイ／サイズＭ【１１２５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:クールグレイ/
サイズ:M/(胸囲88-96cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：クー
ルグレイ／サイズＬ【１１２５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:クールグレイ/
サイズ:L/(胸囲92-100cm、身長
170-180cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ブラ
ック／サイズＳＳ【１１２５５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ブラック/サイ
ズ:SS/(胸囲80-88cm、身長155-
165cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：マ
ゼンダ／サイズＳＳ【１１０３

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:マゼンダ/サ
イズ:SS/(胸囲80-88cm、身長15
5-165cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＳ【１１２５５６

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ネイビー/サイ
ズ:S/(胸囲84-92cm、身長160-1
70cm)原産地:日本■原材料ポリ
エステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ブラ
ック／サイズＬ【１１２５５５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ブラック/サイ
ズ:L/(胸囲92-100cm、身長170-
180cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ブラ
ック／サイズＳ【１１２５５５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ブラック/サイ
ズ:S/(胸囲84-92cm、身長160-1
70cm)原産地:日本■原材料ポリ
エステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＳＳ【１１２５５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ネイビー/サイ
ズ:SS/(胸囲80-88cm、身長155-
165cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ブラ
ック／サイズＯ【１１２５５５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ブラック/サイ
ズ:O/(胸囲96-104cm、身長175-
185cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：マ
ゼンダ／サイズＬ【１１０３５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:マゼンダ/サ
イズ:L/(胸囲92-100cm、身長17
0-180cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：マ
ゼンダ／サイズＳ【１１０３５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:マゼンダ/サ
イズ:S/(胸囲84-92cm、身長160
-170cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：クー
ルグレイ／サイズＯ【１１２５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:クールグレイ/
サイズ:O/(胸囲96-104cm、身長
175-185cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＯ【１１２５５６

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ネイビー/サイ
ズ:O/(胸囲96-104cm、身長175-
185cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：クー
ルグレイ／サイズＳＳ【１１２

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:クールグレイ/
サイズ:SS/(胸囲80-88cm、身長
155-165cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＬ【１１２５５６

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ネイビー/サイ
ズ:L/(胸囲92-100cm、身長170-
180cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：クー
ルグレイ／サイズＳ【１１２５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:クールグレイ/
サイズ:S/(胸囲84-92cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ブラ
ック／サイズＭ【１１２５５５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ブラック/サイ
ズ:M/(胸囲88-96cm、身長165-1
75cm)原産地:日本■原材料ポリ
エステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：マ
ゼンダ／サイズＭ【１１０３５

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:マゼンダ/サ
イズ:M/(胸囲88-96cm、身長165
-175cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームシャツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＭ【１１２５５６

53,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムシャツカラー:ネイビー/サイ
ズ:M/(胸囲88-96cm、身長165-1
75cm)原産地:日本■原材料ポリ
エステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ネ
イビー／サイズＳ【１０６７５

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ネイビー/サ
イズ:S/(胸囲84-92cm、身長160
-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ネ
イビー／サイズＭ【１０６７５

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ネイビー/サ
イズ:M/(胸囲88-96cm、身長165
-175cm)原産地:日本
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ネ
イビー／サイズＬ【１０６７５

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ネイビー/サ
イズ:L/(胸囲92-100cm、身長17
0-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ネ
イビー／サイズＳＳ【１０６７

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ネイビー/サ
イズ:SS/(胸囲80-94cm、身長15
5-165cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ネ
イビー／サイズＯ【１０６７５

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ネイビー/サ
イズ:O/(胸囲96-104cm、身長17
5-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＯ【１０６７５

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ブラック/サ
イズ:O/(胸囲96-104cm、身長17
5-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＬ【１０６７５

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ブラック/サ
イズ:L/(胸囲92-100cm、身長17
0-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＭ【１０６７５

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ブラック/サ
イズ:M/(胸囲88-96cm、身長165
-175cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＳ【１０６７５

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ブラック/サ
イズ:S/(胸囲84-92cm、身長160
-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＳＳ【１０６７

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:ブラック/サ
イズ:SS/(胸囲80-94cm、身長15
5-165cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＯ【１０６

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:クールグレイ
/サイズ:O/(胸囲96-104cm、身
長175-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＬ【１０６

55,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グTシャツカラー:クールグレイ
/サイズ:L/(胸囲92-100cm、身
長170-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＭ【１０６

55,000円

■内容量/原産地ロングTシャツ
カラー:クールグレイ/サイズ:M
/(胸囲88-96cm、身長165-175cm
)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＳ【１０６

55,000円

■内容・サイズ/原産地ロングT
シャツカラー:クールグレイ/サ
イズ:S/(胸囲84-92cm、身長160
-170cm)原産地:日本
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＳＳ【１０

55,000円

■内容・サイズ/原産地ロングT
シャツカラー:クールグレイ/サ
イズ:SS/(胸囲80-94cm、身長15
5-165cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドスクエアＬ※カ
ラー：クールグレイ／サイズＬ

55,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドスクエアLカラー:クー
ルグレイ/サイズ:L/(縦48cm、
横48cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドニー※カラー：
クールグレイ／サイズＦ【１０

55,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドニーカラー:クールグ
レイ/サイズ:F/(足口43cm、足
上囲62cm、総丈45cm)原産地:日
本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドスクエアＬ※カ
ラー：ブラック／サイズＬ【１

55,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドスクエアLカラー:ブラ
ック/サイズ:L/(縦48cm、横48c
m)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドニー※カラー：
ブラック／サイズＦ【１０６７

55,000円

■内容量・サイズ/原産地キュ
アパッドニーカラー:ブラック/
サイズ:F/(足口43cm、足上囲62
cm、総丈45cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：マゼ
ンダ／サイズＭ【１１０３５３

57,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:マゼンダ/サイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：マゼ
ンダ／サイズＳＳ【１１０３５

57,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:マゼンダ/サイ
ズ:SS/(ウエスト66-74cm、身長
155-165cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：マゼ
ンダ／サイズＳ【１１０３５３

57,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:マゼンダ/サイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：マゼ
ンダ／サイズＬ【１１０３５３

57,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:マゼンダ/サイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＳ【１０６７６２

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＭ【１０６７６２

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ブ
ラック／サイズＬ【１１０３５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ブラック/サ
イズ:L/(胸囲92-100cm、身長17
0-180cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＳＳ【１０６７６

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:SS/(ウエスト66-74cm、身長
155-165cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＬ【１０６７６２

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ブ
ラック／サイズＯ【１１０３５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ブラック/サ
イズ:O/(胸囲96-104cm、身長17
5-185cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%

ＦＦフラワーストール（ダリア
）【１０９８７８４】

60,000円

■内容・サイズ/製造地FFフラ
ワーストール(ダリア)サイズ:
約38cm×約180cm製造地:福島県
川俣町■原材料シルク100%

ＦＦフラワーストール（白根葵
）【１０９８７８５】

60,000円

■内容・サイズ/製造地FFフラ
ワーストール(白根葵)サイズ:
約38cm×約180cm製造地:福島県
川俣町■原材料シルク100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＳ【１１２５５７

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:S/(ウエスト70-78cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ネ
イビー／サイズＳＳ【１１２５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ネイビー/サ
イズ:SS/(胸囲80-88cm、身長15
5-165cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ブ
ラック／サイズＭ【１１０３５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ブラック/サ
イズ:M/(胸囲88-96cm、身長165
-175cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル85%ポリウレタン15%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ネ
イビー／サイズＳ【１１２５５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ネイビー/サ
イズ:S/(胸囲84-92cm、身長160
-170cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル85%ポリウレタン15%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ネ
イビー／サイズＭ【１１２５５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ネイビー/サ
イズ:M/(胸囲88-96cm、身長165
-175cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル85%ポリウレタン15%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ネ
イビー／サイズＬ【１１２５５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ネイビー/サ
イズ:L/(胸囲92-100cm、身長17
0-180cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ネ
イビー／サイズＯ【１１２５５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ネイビー/サ
イズ:O/(胸囲96-104cm、身長17
5-185cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ブ
ラック／サイズＳ【１１０３５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ブラック/サ
イズ:S/(胸囲84-92cm、身長160
-170cm)原産地:日本■原材料ポ
リエステル85%ポリウレタン15%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングスリーブ※カラー：ブ
ラック／サイズＳＳ【１１０３

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グスリーブカラー:ブラック/サ
イズ:SS/(胸囲80-88cm、身長15
5-165cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル85%ポリウレタン1
5%

ＦＦフラワースカーフ（ひまわ
り）【１０９８７８６】

60,000円

■内容・サイズ/製造地FFフラ
ワースカーフ(ひまわり)サイズ
:約88cm×約88cm製造地:福島県
川俣町■原材料シルク100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＭ【１１２５５７

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＬ【１１２５５７

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＯ【１１２５５７

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＯ【１０６７６２

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＯ【１１２５５６

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＳＳ【１１２５５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:SS/(ウエスト66-74cm、身長
155-165cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＳＳ【１０６７６

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:SS/(ウエスト66-74cm、身長
155-165cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＳ【１０６７６２

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:S/(ウエスト70-80cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＭ【１０６７６２

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本
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リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＬ【１０６７６２

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:L/(ウエス78-86cm、身長170
-180cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ロングパンツ※カラー：ネイ
ビー／サイズＯ【１０６７６２

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ロン
グパンツカラー:ネイビー/サイ
ズ:O/(ウエスト82-90cm、身長1
75-185cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＳ【１１２５５６

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:S/(ウエスト70-78cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＳＳ【１１２５５

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:SS/(ウエスト66-74cm、身長
155-165cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＭ【１１２５５６

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:M/(ウエスト74-82cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

ＦＦフラワーストール（ひまわ
り）【１０９８７８３】

60,000円

■内容・サイズ/製造地FFフラ
ワーストール(ひまわり)サイズ
:約38cm×約180cm製造地:福島
県川俣町■原材料シルク100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ルームパンツ※カラー：ブラ
ック／サイズＬ【１１２５５６

60,000円

■内容量・サイズ/原産地ルー
ムパンツカラー:ブラック/サイ
ズ:L/(ウエスト78-86cm、身長1
70-180cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／レストＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＭ【１２２６３

70,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/レストTシ
ャツ※カラー:ブラック/サイズ
M[1着]原産地:日本/加工地:福
島県川俣町■原材料・成分ポリ
エ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／レストＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＯ【１２２６４

70,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/レストTシ
ャツ※カラー:ブラック/サイズ
O[1着]原産地:日本/加工地:福
島県川俣町■原材料・成分ポリ
エ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／レストＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＯ【１２２

70,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/レストTシ
ャツ※カラー:クールグレイ/サ
イズO[1着]原産地:日本/加工地
:福島県川俣町■原材料・成分
ポ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／レストＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＬ【１２２

70,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/レストTシ
ャツ※カラー:クールグレイ/サ
イズL[1着]原産地:日本/加工地
:福島県川俣町■原材料・成分
ポ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／レストＴシャツ※カラー：ク
ールグレイ／サイズＭ【１２２

70,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/レストTシ
ャツ※カラー:クールグレイ/サ
イズM[1着]原産地:日本/加工地
:福島県川俣町■原材料・成分
ポ…
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福島県　川俣町

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／レストＴシャツ※カラー：ブ
ラック／サイズＬ【１２２６４

70,000円

■お礼品の内容について・リカ
バリーウェアA.A.TH/レストTシ
ャツ※カラー:ブラック/サイズ
L[1着]原産地:日本/加工地:福
島県川俣町■原材料・成分ポリ
エ…

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／メッシュパーカー※カラー：
ホワイト／サイズＳ【１１２５

80,000円

■内容量・サイズ/原産地メッ
シュパーカーカラー:ホワイト/
サイズ:S/(胸囲84-92cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／メッシュパーカー※カラー：
ブラック／サイズＬ【１１２５

80,000円

■内容量・サイズ/原産地メッ
シュパーカーカラー:ブラック/
サイズ:L/(胸囲92-100cm、身長
170-180cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ＡＡＴＨミドルクロス※カラ
ー：ブラック／サイズＦ【１１

80,000円

■内容量・サイズ/原産地AATH
ミドルクロスカラー:ブラック/
サイズ:縦160cm、横200cm原産
地:日本■原材料ポリエステル1
00%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ＡＡＴＨミドルクロス※カラ
ー：クールグレイ／サイズＦ【

80,000円

■内容量・サイズ/原産地AATH
ミドルクロスカラー:クールグ
レイ/サイズ:縦160cm、横200cm
原産地:日本■原材料ポリエス
テル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／メッシュパーカー※カラー：
ホワイト／サイズＭ【１１２５

80,000円

■内容量・サイズ/原産地メッ
シュパーカーカラー:ホワイト/
サイズ:M/(胸囲88-96cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／メッシュパーカー※カラー：
ホワイト／サイズＬ【１１２５

80,000円

■内容量・サイズ/原産地メッ
シュパーカーカラー:ホワイト/
サイズ:L/(胸囲92-100cm、身長
170-180cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／メッシュパーカー※カラー：
ブラック／サイズＳ【１１２５

80,000円

■内容量・サイズ/原産地メッ
シュパーカーカラー:ブラック/
サイズ:S/(胸囲84-92cm、身長1
60-170cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／メッシュパーカー※カラー：
ホワイト／サイズＯ【１１２５

80,000円

■内容量・サイズ/原産地メッ
シュパーカーカラー:ホワイト/
サイズ:O/(胸囲96-104cm、身長
175-185cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／メッシュパーカー※カラー：
ブラック／サイズＯ【１１２５

80,000円

■内容量・サイズ/原産地メッ
シュパーカーカラー:ブラック/
サイズ:O/(胸囲96-104cm、身長
175-185cm)原産地:日本■原材
料ポリエステル100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／メッシュパーカー※カラー：
ブラック／サイズＭ【１１２５

80,000円

■内容量・サイズ/原産地メッ
シュパーカーカラー:ブラック/
サイズ:M/(胸囲88-96cm、身長1
65-175cm)原産地:日本■原材料
ポリエステル100%

妖精の羽シャンブレーストール
（ピンク）【１０６３７０４】

100,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽シャンブレーストール(ピン
ク)サイズ約55cm×約180cm製造
地:福島県川俣町■原材料シル
ク100%



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2021 08 17

福島県　川俣町

妖精の羽シャンブレーストール
（レッド）【１０６３７０５】

100,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽シャンブレーストール(レッ
ド)サイズ約55cm×約180cm製造
地:福島県川俣町■原材料シル
ク100%

妖精の羽シャンブレーストール
（イエロー）【１０６３７０６
】

100,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽シャンブレーストール(イエ
ロー)サイズ約55cm×約180cm製
造地:福島県川俣町■原材料シ
ルク100%

妖精の羽シャンブレーストール
（スカイブルー）【１０６３７
０８】

100,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽シャンブレーストール(スカ
イブルー)サイズ約55cm×約180
cm製造地:福島県川俣町■原材
料シルク100%

妖精の羽シャンブレーストール
（ターコイズブルー）【１０６
３７０７】

100,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽シャンブレーストール(ター
コイズブルー)サイズ約55cm×
約180cm製造地:福島県川俣町■
原材料シルク100%

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ＡＡＴＨクロスプロ※カラー
：ブラック／サイズＦ【１０６

110,000円

■内容・サイズ/原産地AATHク
ロスプロカラー:ブラック/サイ
ズ:F/(縦160cm、横300cm)原産
地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／ＡＡＴＨクロスプロ※カラー
：クールグレイ／サイズＦ【１

110,000円

■内容・サイズ/原産地AATHク
ロスプロカラー:クールグレイ/
サイズ:F/(縦160cm、横300cm)
原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドショルダー※カ
ラー：クールグレイ／サイズＦ

120,000円

■内容・サイズ/原産地キュア
パッドショルダーカラー:クー
ルグレイ/サイズ:F/(胸囲134cm
、着丈70cm、肩幅49cm、袖丈24
.5cm)原産地:日本

リカバリーウェアＡ．Ａ．ＴＨ
／キュアパッドショルダー※カ
ラー：ブラック／サイズＦ【１

120,000円

■内容・サイズ/原産地キュア
パッドショルダーカラー:ブラ
ック/サイズ:F/(胸囲134cm、着
丈70cm、肩幅49cm、袖丈24.5cm
)原産地:日本

妖精の羽・塩縮オーガンジース
トール（加賀友禅）鎖／パープ
ル【１０６３７０９】

130,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーストール
(加賀友禅)鎖/パープルサイズ
約45cm×約180cm製造地:福島県
川俣町■原材料シルク100%

妖精の羽・塩縮オーガンジース
トール（加賀友禅）鎖／ライト
ブルー【１０６３７１０】

130,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーストール
(加賀友禅)鎖/ライトブルーサ
イズ約45cm×約180cm製造地:福
島県川俣町■原材料シルク100%

妖精の羽・塩縮オーガンジース
トール（加賀友禅）鎖／ピンク
【１０６３７１２】

130,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーストール
(加賀友禅)鎖/ピンクサイズ約4
5cm×約180cm製造地:福島県川
俣町■原材料シルク100%

妖精の羽・塩縮オーガンジース
トール（加賀友禅）鎖／イエロ
ー【１０６３７１１】

130,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーストール
(加賀友禅)鎖/イエローサイズ
約45cm×約180cm製造地:福島県
川俣町■原材料シルク100%
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妖精の羽・塩縮オーガンジース
トール（加賀友禅）鎖／ワイン
レッド【１０６３７１３】

130,000円

■内容・サイズ/製造地妖精の
羽・塩縮オーガンジーストール
(加賀友禅)鎖/ワインレッドサ
イズ約45cm×約180cm製造地:福
島県川俣町■原材料シルク100%

Ｂ格品入り金真綿肌掛布団【１
０９６５６０】

170,000円

■内容量/製造地入り金真綿布
団1枚製造地:福島県伊達郡川俣
町■原材料入り金真綿、絹

入り金真綿肌掛布団【１０９６
５５９】

270,000円

■内容量/製造地入り金真綿布
団1枚製造地:福島県伊達郡川俣
町■原材料入り金真綿、絹
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