
熊野町ふるさと納税記念品

ふるさと納税により１万円以上の寄附をしていただいた熊野町外にお住まいの方（個人）に、
感謝の気持ちとして記念品（熊野町特産品）を贈呈させていただきます。

【お申込みについての確認事項】

●寄附金額に応じて記念品を複数お選びいただけます。
　記念品の選び方は「【記念品の選び方】」を参照ください。
●同じ記念品を複数お選びいただくこともできます。
●直接事業者から発送する記念品もあります。
　※ご寄附いただいた方の個人情報を事業者へ提供させていただくことをご了承ください。
●寄附申込書にご希望の記念品名、必要事項をご記入のうえ、
　①メール（kikaku@town.kumano.hiroshima.jp)、②ＦＡＸ（082-854-8009）又は③郵送
　（〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝1-1-1）でお申込みください。
　インターネットにより申し込みすることもできます(下記QRコード参照)。
●記念品につきましては、ご用意が遅れることがありますのでご了承ください。
●記念品等の贈呈は、町外にお住まいの方に限りますのであらかじめご了承ください。

【控除対象となる寄附金額について】

●寄附金額の 2,000円を超える部分について税額控除されます。
　※控除額には上限がありますのでご注意ください。(個人住民税所得割額の概ね2割程度が上限)

【記念品の選び方】

たとえば、４万円の寄附をされた場合…

化粧筆 ﾓﾃ◇ﾌﾃﾞ

1.5万円
広熊ジビエのソーセージセット

1万円
清酒 大号令　蔵生地 1.8L

1.5万円

寄附金額

4万円

熊野町ふるさと納税専用サイト
「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」
返礼品の詳細な情報(筆の毛材質等)が
知りたい方はQRを読み込んで確認するか、
政策企画課までお問い合わせください。

熊野町を応援してね♪

ふるさとチョイスへの
アクセスはこちら！！

【申し込み・お問い合せ】

　　広島県熊野町総務部政策企画課企画調整グループ
　　 〒731-4292　広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1-1
　　 TEL: 082-820-5634　FAX: 082-854-8009

　　 E-mail:kikaku@town.kumano.hiroshima.jp楽天ふるさと納税への
アクセスはこちら！！
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広島県 熊野町

筆の里工房【令和4年度】筆の里PAL（賛
助）会員

10,000円

筆の里PAL（賛助会員）会員証と筆の里工房招待
券2枚をセット!
【注意事項】令和4年度の会員の有効期間は令和4
年4月1日から令和5年3月31日までです。
【提供元】筆の里工房(082-855-3010)

熊野絵筆IRODORI紅鶴

10,000円

コンセプトは"筆記具の新定番"。
かわいいサイズの書筆にお揃いのカラーの顔料を
セット
軸色・顔料：赤
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野絵筆IRODORI烏

10,000円

コンセプトは"筆記具の新定番"。
かわいいサイズの書筆にお揃いのカラーの顔料を
セット
軸色・顔料：黒
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野絵筆IRODORI金糸崔

10,000円

コンセプトは"筆記具の新定番"。
かわいいサイズの書筆にお揃いのカラーの顔料を
セット
軸色・顔料：黄
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野絵筆IRODORI瑠璃

10,000円

コンセプトは"筆記具の新定番"。
かわいいサイズの書筆にお揃いのカラーの顔料を
セット
軸色・顔料：青
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野筆俳画用筆2本セット

10,000円

俳句を賛した絵（草画）を書くための筆のセット
です。
【提供元】松月堂（082-854-4429）

熊野筆書道筆大小２本セット（桐箱入り
）

10,000円

これから書道を始められる方にも、既に書道をし
ておられて更にステップアップされたい方にも、
お勧めしたい大小２本のセットです。
【提供元】広島筆産業株式会社（082-854-1145）

熊野筆書筆（実用書用で人気の小筆）

10,000円

上質なイタチ毛を使用した小筆！
弊社がおすすめするナンバーワン小筆です！
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野筆書筆大筆半紙用（書道初心者から
上級者用）

10,000円

信玄（大筆）は、書道初心者から上級者まで幅広
くお使い頂け、楷書・行書・草書に使用できる万
能筆です。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

広島県　熊野町
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熊野筆書筆ＧＫ実用筆

10,000円

繊細で上品な書き味の実用筆で、あらゆる場面で
ご利用いただけます。
【提供事業者】熊野筆セレクトショップ
(082-855-3120)

熊野化粧筆リップブラシ

10,000円

唇の輪郭が描きやすく塗りつぶしが容易です。携
帯に便利な収納型です。
【提供事業者】熊野筆セレクトショップ
(082-855-3120)

熊野化粧筆咲fudeリップブラシ

10,000円

コシが強く液含みの良いイタチ毛を使用した携帯
に便利なコンパクトリップブラシです。
きれいなリップラインが思いのままに仕上がりま
す。

熊野化粧筆アイブロウブラシ毛丈：ショ
ート

10,000円

ドジャコウの毛を使ったアイブロウブラシです。
ぼかしもきれいに仕上がります。
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆アイブロウブラシ毛丈：ロン
グ

10,000円

ドジャコウの毛を使ったアイブロウブラシです。
ぼかしもきれいに仕上がります。
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆恋するピンク洗顔ブラシ

10,000円

洗顔ブラシは、生クリームのような泡立ちで毛穴
まですっきり！！
ピンクのギフト箱にてお届けします。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆カープ洗顔用ブラシ

10,000円

【カープ球団承認】
洗顔用ブラシです。カープカラーの赤い軸が目を
引き、カープファンの方へのプレゼントにもおす
すめです。
【提供元】株式会社久華産業（082-854-0353）

熊野化粧筆フラワー洗顔

10,000円

泡立ち抜群のフラワー洗顔ブラシは、毎日のお肌
ケアにぴったりです。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆【WH-01】ハート型洗顔ブラ
シ

10,000円

かわいいハート型洗顔ブラシです。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)
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熊野化粧筆幸せブラシ&ケース

10,000円

山羊の大きなフェイスブラシ！
ギフト箱にてお届けします。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆幸せブラシ&ケースwithSACHI-
BOX

10,000円

山羊の大きなフェイスブラシ！YouTube「SACHI沙
智ちゃんねる」さんとのコラボ商品「SACHI-
BOX」でのお届です。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆マルチステージブラシ

10,000円

かわいいハート型洗顔ブラシです。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆アーティストリーチークブラ
シ

10,000円

熊野町で育まれた筆づくりの技術を活かして作成
したチークブラシです。
良質の山羊毛を使用していますので、コシがあり
発色も良好です。
【提供元】株式会社NUMBEREIGHT(082-554-8883)

熊野化粧筆携帯用ブラシ

10,000円

熊野町で育まれた筆づくりの技術を活かして作成
した携帯用ブラシです。
良質の山羊毛を使用していますので、コシがあり
発色も良好です。
【提供元】株式会社NUMBEREIGHT(082-554-8883)

熊野化粧筆チークブラシ（馬）

10,000円

穂先をコンパクトにまとめた馬毛100%のチークブ
ラシ。
発色が良く、広めにもシャープにもチークを入れ
ることができます。
【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆アイシャドウブラシ(粗光峰)

10,000円

粗光峰紅茶染(山羊)の毛を使った、アイシャドウ
ブラシです。
目元にグラデーションをつける際に重宝します。
粉の含みも良く、均等に色をのせることが出来ま
す。

熊野化粧筆【H-01】ハート型チークブラ
シ

10,000円

晃祐堂Hシリーズ！
柔らかい中にもコシがある山羊毛を使用し、肌触
り抜群です。
【カラー】ブラック
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆【H-02】ハート型チークブラ
シ

10,000円

晃祐堂Hシリーズ！
柔らかい中にもコシがある山羊毛を使用し、肌触
り抜群です。
【カラー】ピンク
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）
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熊野化粧筆【H-03】ハート型チークブラ
シ

10,000円

晃祐堂Hシリーズ！
柔らかい中にもコシがある山羊毛を使用し、肌触
り抜群です。
【カラー】ブラウン
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆【H-04】ハート型チークブラ
シ

10,000円

晃祐堂Hシリーズ！
柔らかい中にもコシがある山羊毛を使用し、肌触
り抜群です。
【カラー】ゴールド
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆【H-05】ハート型チークブラ
シ

10,000円

晃祐堂Hシリーズ！
柔らかい中にもコシがある山羊毛を使用し、肌触
り抜群です。
【カラー】パープル
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆【H-06】ハート型チークブラ
シ

10,000円

晃祐堂Hシリーズ！
柔らかい中にもコシがある山羊毛を使用し、肌触
り抜群です。
【カラー】ブルー
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆【H-07】ハート型チークブラ
シ

10,000円

晃祐堂Hシリーズ！
柔らかい中にもコシがある山羊毛を使用し、肌触
り抜群です。
【カラー】レッド
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆【H-08】ハート型チークブラ
シ

10,000円

晃祐堂Hシリーズ！
柔らかい中にもコシがある山羊毛を使用し、肌触
り抜群です。
【カラー】ホワイト
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆広島レモンチークブラシ

10,000円

広島レモンをイメージした毛先に、丸みを帯びた
フォームが可愛らしいチークブラシです。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆カープリキッドファンデーシ
ョンブラシ

10,000円

【カープ球団承認】リキッドファンデーションブ
ラシです。カープファンの方やプレゼントにもお
すすめです。
【提供元】株式会社久華産業（082-854-0353）

熊野化粧筆アイライン2本セット

10,000円

イタチの毛を使った、アイライン２本セットの先
細タイプです。
イタチ毛の1本1本がまつ毛の間に入り込み、とて
も細いラインを引くことができます。
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）
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熊野化粧筆恋するピンク2本セット

10,000円

フェイスブラシは、毛先の細い山羊毛を使用して
おり、粉含みが良いです。
アイシャドーブラシは、穂先を使えばポイントメ
イクにご使用いただけます。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆2本セットAタイプ

10,000円

広島県熊野町で、伝統的な技術・技法によって、
熟練した職人が１本ずつ｢手造り｣した、化粧筆で
す。
【提供元】不二産業株式会社(TEL082-854-2111)

熊野化粧筆カープリップブラシ、アイブ
ロウブラシセット

10,000円

【カープ球団承認】携帯に便利な収納式リップブ
ラシとアイブロウブラシのセットです。カープフ
ァンの方やプレゼントにもおすすめです。
【提供元】久華産業(082-854-0353)

熊野化粧筆恋するピンク3本セット

10,000円

チークブラシは、毛先のやさらかさと粉含みの良
さが特長です。アイシャドーブラシは、目の際や
アイライナーに適しています。天然毛の眉ブラシ
＆コームは、眉のぼかしに最適です。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆カープ化粧用ブラシ3本セッ
ト

10,000円

【カープ球団承認】チークブラシ、アイシャドウ
ブラシ、リップブラシの３本セットです。カープ
ファンの方やプレゼントにもおすすめです。
【提供元】株式会社久華産業（082-854-0353）

野菜が好きになるやさいくだものかるた

10,000円

熊野町の筆を使い、熊野町在住の友禅工芸士（東
京友禅）が色鮮やかにやさしく落ち着いたタッチ
で描いています。
【送付元】アトリエ蘇陽（082-854-3647）

【熊野町特産品】安芸大黒黒えだまめ(
約１ｋｇ)熊野町産

10,000円

特産品である大粒な黒えだまめをご賞味ください
！！
【提供元】和田耕平（Tel082-562-2352）

広熊ジビエのソーセージセット(イノシ
シ)熊野町産

10,000円

極力酸化させない捕獲方法で狩ってすぐ血抜き等
の処理を済ませ、店主こだわりの方法でソーセー
ジに仕上げました。
【提供元】広熊ジビエ専門（TEL082-854-0333）

広熊ジビエの鍋セット(イノシシ)約600g
熊野町産

10,000円

こだわりの部位を4種類、食べきりやすい約100g
のパックで用意しました。
【提供元】広熊ジビエ専門（TEL082-854-0333）
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清酒大号令純米生原酒無濾過720ml(6号
酵母)

10,000円

日本酒度は『+7』です。やや甘口のお酒となりま
す。
※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。
【送付元】馬上酒造場(082-854-0104)

清酒大号令純米生原酒無濾過720ml(9号
酵母)

10,000円

日本酒度は『+13』です。辛口のお酒となります
。
※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。
【送付元】馬上酒造場(082-854-0104)

清酒大号令蔵生地720ml

10,000円

日本酒度は『+４』です。やや辛口の酒となって
おり、口当たりはすっきりとしています。
※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。
【送付元】馬上酒造場(082-854-0104)

粒ごろごろブルーベリージャムとパン

10,000円

食べやすい、口当たりの良いパンとジャムは、町
内でとれた甘く大きめの粒のみを使用し、ごろご
ろと大きな粒のブルーベリーの甘酸っぱさが広が
ります。
【送付元】Licht(TEL082-855-2644)

コペック自慢の昔ながらのお菓子詰め合
わせ

10,000円

レモンケーキ・アマンド・アーモンドショコラの
お菓子です。
【送付元】洋菓子の店コペック（082-854-5445）

KuMa焼とふでりんクッキーの詰め合わせ

10,000円

熊野町特産の筆豆（黒大豆）を使ったKuMa焼５個
と熊野町観光大使”ふでりん”のクッキー１０個
をセットにした、お菓子の詰め合わせです。
【送付元】洋菓子の店コペック（082-854-5445）

KuMa焼（抹茶詰め合せ）１０個入

10,000円

熊野町特産の筆豆（黒大豆）を使ったKuMa焼１０
個が入っています。
その内5個はプレーンで、5個は抹茶味となってい
ます。
【送付元】洋菓子の店コペック（082-854-5445）

熊野筆写経筆(ギフト箱入り・名入れ可)

15,000円

写経用筆でイタチ毛使用。ギフト箱入りなのでプ
レゼントにも最適です。
こちらの返礼品は「名入れ」が可能です。
【提供元】史芳堂筆舗(TEL082-854-0165)

熊野筆書筆２本セット(秀峰・女神)

15,000円

初心者から上級者まで幅広く使える書筆の２本セ
ット!!
【提供元】株式会社久保田号（082-854-0009）
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熊野筆書筆一日一筆箱

15,000円

実用細字に適した筆（熊野筆）、硯（宮城県雄勝
加工）、墨（三重県鈴鹿墨）の桐箱入りセットで
す。
【提供事業者】熊野筆セレクトショップ
(082-855-3120)

熊野筆書筆2本セット（書道初心者から
上級者用）

15,000円

大筆（信玄）は、筆の開きが良く、強い弾力が特
長です。
小筆（七草）は、毛先が繊細でまとまりが良いの
で、実用書も仮名も楽しめます。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野筆絵手紙用筆3本セット

15,000円

絵手紙をこれから始められる方などにお勧めの絵
手紙筆セットです。
この絵手紙用筆Hは穂先が硬めで、線が書きやす
くなっており、初心者の方にもお勧めの筆です。
【提供元】松月堂（082-854-4429）

熊野化粧筆回転式携帯リップブラシ

15,000円

形状が丸平でどなたでも書きやすく、コシがある
ので思うように書け、長持ちします。
【提供元】丹精堂(082-854-0215)

熊野化粧筆携帯チークブラシ(H-6)※ギ
フト箱付き

15,000円

だ円型の穂先はしっかりとした密度があります。
パウダーファンデーションのお化粧直しにもお使
いいただけます。
【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆幸せピンクブラシ&ケース（
ギフト箱）

15,000円

肌触りの良さとボリューム感のあるフェイスブラ
シ。ピンクのケースをお付けして（幸せピンクブ
ラシ＆ケース）と名付けました。ギフト箱にてお
届けいたします。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆幸せピンクブラシ&ケースwit
hSACHI-BOX

15,000円

肌触りの良さとボリューム感のあるフェイスブラ
シ。YouTube「SACHI沙智ちゃんねる」でお馴染み
のSACHIさんとのコラボ商品「SACHI-
BOX」にてお届けします。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆1SOMELLGARDENPEACH×KEYAKI

15,000円

桃をイメージしたチークブラシ。軸には木目の美
しいケヤキを採用した、ハート型の可愛い形のブ
ラシです。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆ハイライトブラシ

15,000円

ハイライト初心者の方にピッタリです！
フラットな型で斜めに毛が揃えられており、粉の
含みが良いため、ナチュラルに描くことが出来ま
す。
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）
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熊野化粧筆アイシャドウブラシ(灰リス)

15,000円

灰リスの毛を使った、アイシャドウブラシです。
毛先が細いため、肌触りが優しくしなやかです。
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆アイシャドウブラシ(紫軸)

15,000円

滑らかな肌触りの最高級シャドウブラシです。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆2SOMELLGARDENLEMON

15,000円

ギフトにも最適！
レモンをイメージしたフェイスブラシ。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆ミニばらパウダーブラシイエ
ロー

15,000円

キュートでかわいい花型のフェイスブラシです。
小さなボディですが毛量が多く、パウダーを十分
含むことができます。肌あたりもソフトでメイク
の時間が楽しくなります。
【軸色】イエロー

熊野化粧筆ミニばらパウダーブラシコバ
ルトブルー

15,000円

キュートでかわいい花型のフェイスブラシです。
小さなボディですが毛量が多く、パウダーを十分
含むことができます。肌あたりもソフトでメイク
の時間が楽しくなります。
【軸色】コバルトブルー

熊野化粧筆ミニばらパウダーブラシピン
ク

15,000円

キュートでかわいい花型のフェイスブラシです。
小さなボディですが毛量が多く、パウダーを十分
含むことができます。肌あたりもソフトでメイク
の時間が楽しくなります。
【軸色】ピンク

熊野化粧筆ミニばらパウダーブラシパー
プル

15,000円

キュートでかわいい花型のフェイスブラシです。
小さなボディですが毛量が多く、パウダーを十分
含むことができます。肌あたりもソフトでメイク
の時間が楽しくなります。
【軸色】パープル

熊野化粧筆限定フラワーパウダーブラシ

15,000円

ムラなく、キメ細かく艶やかなお肌に仕上がりま
す！
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆洗顔ブラシピンク特許取得・
抗菌加工

15,000円

肌に優しく、濡らしても匂いがなく、泡立ちの良
い洗顔ブラシです。
【軸色】ピンク
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

【提供元】喜筆(TEL082-855-1180) 【提供元】喜筆(TEL082-855-1180) 【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)
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熊野化粧筆洗顔ブラシ赤特許取得・抗菌
加工

15,000円

肌に優しく、濡らしても匂いがなく、泡立ちの良
い洗顔ブラシです。
【軸色】赤
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆洗顔ブラシ青特許取得・抗菌
加工

15,000円

肌に優しく、濡らしても匂いがなく、泡立ちの良
い洗顔ブラシです。
【軸色】青
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆洗顔ブラシ水色特許取得・抗
菌加工

15,000円

肌に優しく、濡らしても匂いがなく、泡立ちの良
い洗顔ブラシです。
【軸色】水色
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆洗顔ブラシ

15,000円

水を含むと肌に吸い付くような柔らかさの天然山
羊毛を贅沢に使った洗顔ブラシです。肌をやさし
くいたわり毛穴まですっきりと洗い上げます。
【提供元】熊野筆セレクトショップ
(082-855-3120)

熊野化粧筆洗顔ブラシ(XGQ01)

15,000円

お肌に吸いつくような肌触り。
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆ノーズブラシクリア【男女兼
用洗顔ブラシ】

15,000円

ノーズブラシで小鼻やTゾーン、耳（耳みぞ）、
耳の後ろなどの部分洗いにお使い下さい。
皮脂を落とし、毛穴のケアに最適です。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆モテ◇フデ

15,000円

毛量たっぷりのリップブラシと、程よい弾力でど
なたにでもお使いいただける山羊のチークブラシ
２本セットです。テクニックいらずで美しい仕上
がりに。
【提供事業者】熊野筆セレクトショップ

熊野化粧筆恋筆メイクブラシセット

15,000円

チークブラシとアイシャドウブラシをセットにし
たメイクアップブラシセットです。
鮮やかなピンク色に包まれたブラシがメイクアッ
プの時間を楽しくしてくれます。
【提供元】株式会社NUMBEREIGHT(082-554-8883)

熊野化粧筆2本セットCタイプ

15,000円

伝統的な技術・技法によって、熟練した職人が１
本ずつ｢手造り｣した、化粧筆です。フェイスブラ
シのボリューム感を存分にお楽しみ下さい。
【提供元】不二産業(TEL082-854-2111)

(082-855-3120)


