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広島県　熊野町

熊野化粧筆2本セットD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、タッチを存分にお楽しみ下さ
い。
【提供元】不二産業株式会社（082-854-2111）

熊野化粧筆咲fude2本セット

15,000円

【ふるさと納税限定品】
肌あたりが良く適度なコシが魅力の粗光峰を使用
したチークブラシとリップブラシ（イタチ）の２
本セットです。プレゼントや自分へのちょっとし
たご褒美にもおすすめです。

熊野化粧筆萌人気3本セット

15,000円

チークブラシは、柔らかさとパウダー含みの良さ
でチークやハイライトにも使えます。アイシャド
ーブラシは、柔らかさとパウダー含みの良さが特
徴の一般的なブラシです。自然な眉に仕上がる斜
め型のアイブローブラシ。

熊野化粧筆萌アイメイク3本セット

15,000円

アイシャドーブラシは、毛先のやさらかさとコシ
の強さが特長です。小さいアイシャドーブラシは
、アイライナーと際の部分のシャドーにとっても
使いやすいです。スクリューブラシは、マスカラ
だけでなく眉を整えたいときにも使用可能。

清酒大号令純米生原酒無濾過720ml×2本
酵母違い飲み比べセット

15,000円

こちらはアルコール14%の2本セットとなり、使用
酵母のみ異なる飲み比べセットです！
※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1.8L

15,000円

日本酒度+４となってます。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)

熊野筆書筆仕上げ体験チケット２名分

20,000円

・体験可能日は平日9：00～16：00
・体験場所は創業123周年目を迎えます－株式会
社仿古堂－広島県熊野町出来庭10丁目6-23
・有効期限は、チケット発行日より同年11月30日
までで、所要時間の目安は、４０分です。

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】那智黒
石くじら文鎮＆熊野筆書筆2本セット

20,000円

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】
熊野市：那智黒石くじら文鎮【提供元】熊野市駅
前特産品館(Tel0597-89-6018)
熊野町：熊野筆書筆2本セット【提供元】仿古堂(T
EL082-854-0003)

熊野筆書筆書き比べイタチの小筆贅沢3
本セット

20,000円

小筆の3本セット。あわゆきは、滑らかな書き味
が特長で実用書・かな向き。あかつきは、強めの
弾力が魅力的でかな向き。しずくは、穂をすべて
崩して使えるお手入れ簡単筆でかなだけでなく、
実用書・詩文書きにも適している万能筆。

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)
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熊野筆書筆伝統工芸士作大筆

20,000円

熊野筆伝統工芸士が制作したなめらかな書き味の
イタチ毛の書道用筆です。
【提供元】熊野筆事業協同組合（082-854-0074）

熊野筆毛筆２本セット(名入れ可)

20,000円

大筆は、なめらかな毛質です。細筆は、上質なイ
タチ毛を使用していてコシがあり書きやすいです
。
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)

熊野筆アニメ用筆2本セット伝統的工芸
品熊野筆

20,000円

2002年から1年半をかけてスタジオジブリ様と共
同で開発し、技術を結集して製作した最高品質の
筆です。
【提供元】松月堂（082-854-4429）

熊野化粧筆チークブラシ（リス）

20,000円

灰リスのやわらかさと程よいサイズの丸い穂先が
、ふんわりとやわらかくチークを入れることがで
きます。
【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆肉球携帯ブラシピンク

20,000円

柔らかな肌あたりと、眺めたくなるような可愛い
ビジュアルで存分に癒されてください！
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆【F-04】ミネラルfu-pa03

20,000円

数種類のPBTを配合し、肌あたり、粉含み共に抜
群です。
お粉・固形パウダー・リキッドファンデ用途を問
わずご使用いただけます。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆携帯リップブラシ(ゴールド
リボン）

20,000円

コリンスキーの毛を100%使用した、リボン付き長
持ち携帯リップブラシ。コシがあり、口角などの
細かな部分にまで使いやすく、正確なラインで均
一に色づく美しいリップラインを描けます。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆携帯リップブラシ(ピンクリ
ボン）

20,000円

コリンスキーの毛を100%使用した、リボン付き長
持ち携帯リップブラシ。コシがあり、口角などの
細かな部分にまで使いやすく、正確なラインで均
一に色づく美しいリップラインを描けます。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

【熊野市・熊野町友好都市協定締結記念
コラボ】洗顔ブラシ（八咫烏シリーズ）

20,000円

【熊野市・熊野町友好都市協定締結記念コラボ返
礼品】軸に熊野市の伝統工芸品である那智黒石を
使用し、穂首に摩耗に強く耐水性に優れた繊維（
PBT）を使用し、きめ細かくみずみずしい泡がつ
くれる洗顔ブラシ。
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熊野化粧筆洗顔ブラシ2本セット赤特許
取得・抗菌加工

20,000円

ウエーブ加工した特殊なPBTの毛質は乾きやすい
ため、耐久性に優れ、毎日使用してもＯＫ！
【軸色】赤色
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆洗顔ブラシ2本セット青特許
取得・抗菌加工

20,000円

ウエーブ加工した特殊なPBTの毛質は乾きやすい
ため、耐久性に優れ、毎日使用してもＯＫ！
【軸色】青色
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆洗顔ブラシ2本セットピンク
特許取得・抗菌加工

20,000円

ウエーブ加工した特殊なPBTの毛質は乾きやすい
ため、耐久性に優れ、毎日使用してもＯＫ！
【軸色】ピンク
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆洗顔ブラシ2本セット水色特
許取得・抗菌加工

20,000円

ウエーブ加工した特殊なPBTの毛質は乾きやすい
ため、耐久性に優れ、毎日使用してもＯＫ！
【軸色】水色
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆洗顔ブラシ大【特許取得】抗
菌加工

20,000円

水に強いＰＢＴを使用しているため耐久性に優れ
ており、合成繊維とは思えない柔らかさがあり、
乾きも良いです。
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆男の洗顔ブラシ大【特許取得
】抗菌加工

20,000円

熊野筆の技術を生かして、男性用として開発され
た、男性のための熊野筆・洗顔ブラシ！
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆蒔絵携帯筆（日月）

20,000円

チークなどの幅広い用途でご使用いただけます。
容器には漆器の世界では定番とも云える「日月」
を、越前の職人が丁寧に描いております。
【提供元】中村製作所(TEL082-854-3856)

熊野化粧筆カープ化粧筆セット

20,000円

【カープ球団承認】アイブロウブラシ、リップブ
ラシ、リキッドファンデーションブラシ、洗顔用
ブラシとポーチのセットです。カープカラーの真
っ赤なポーチへコンパクトに収納できます。
【提供元】株式会社久華産業（082-854-0353）

熊野化粧筆リキッドファンデーションブ
ラシさくら

20,000円

リキッドファンデーション、BBクリーム、CCクリ
ーム、半練りタイプ、ゆるくても、固くても使え
るリキッドファンデーションブラシです。
こちらはさくらとなります。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)
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熊野化粧筆リキッドファンデーションブ
ラシホワイト

20,000円

リキッドファンデーション、BBクリーム、CCクリ
ーム、半練りタイプ、ゆるくても、固くても使え
るリキッドファンデーションブラシです。
こちらはホワイトとなります。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆リキッドファンデーションブ
ラシパールピンク

20,000円

リキッドファンデーション、BBクリーム、CCクリ
ーム、半練りタイプ、ゆるくても、固くても使え
るリキッドファンデーションブラシです。
こちらはパールピンクとなります。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆【つむぎあふ】①市松

20,000円

日本の伝統である畳の縁を使ったポーチと上品な
赤を基調とし洗練されたメークブラシです。
こちらポーチの柄は①市松となります。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆【つむぎあふ】②黒梅

20,000円

日本の伝統である畳の縁を使ったポーチと上品な
赤を基調とし洗練されたメークブラシです。
こちらポーチの柄は②黒梅となります。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆【つむぎあふ】③赤梅

20,000円

日本の伝統である畳の縁を使ったポーチと上品な
赤を基調とし洗練されたメークブラシです。
こちらポーチの柄は③赤梅となります。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆携帯ハートフェイスブラシブ
ラック

20,000円

毎日のメイクが楽しくなる逸品です！
【軸色】ブラック
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆携帯ハートフェイスブラシピ
ンク

20,000円

毎日のメイクが楽しくなる逸品です！
【軸色】ピンク
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆ホワイトパール2本セットMW-
95

20,000円

パウダーブラシ・チークブラシは粉含みが良く、
熊野化粧筆ならではの肌ざわりのよさが実感でき
ます。
【軸色】ホワイトパール
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆レッドパール2本セットBR-95

20,000円

パウダーブラシ・チークブラシは粉含みが良く、
熊野化粧筆ならではの肌ざわりのよさが実感でき
ます。
【軸色】レッドパール
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

①

②
③
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熊野化粧筆クールな大人ブラシ2本＆新
ケース

20,000円

柔らかくてちょうどいいボリュームのチークブラ
シはとっても使いやすいです。
シャドーライナーブラシは、コシを感じていただ
けるよう毛先を短くしています。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆メイクブラシ2本セット

20,000円

チークブラシは毛先が大変繊細で柔らかく、肌あ
たりも良く、粉含みもいい高級化粧筆です。シャ
ドウブラシは毛先はコシが強く、耐久性もありま
す。
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆モテフデ＋

20,000円

人気のモテ◇フデ（リップ、チークブラシ）に、
初めての方でも使いやすいアイシャドウブラシを
プラスしました。
【提供元】熊野筆セレクトショップ
(082-855-3120)

熊野化粧筆ベーシックセット

20,000円

基本的な３本セットとなっています。
あまり化粧をしない人にも重宝します。
【提供元】丹精堂（Tel：082-854-0215）

熊野化粧筆3本セット

20,000円

携帯用ブラシ、アイシャドウブラシ2本の3本セッ
ト。
【提供元】株式会社NUMBEREIGHT(082-554-8883)

熊野化粧筆豊玉姫アイメイク3本＆ケー
ス

20,000円

アイメイクに最適な３本セット！！
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆咲fude3本セット

20,000円

【ふるさと納税限定品】
咲fude２本セット（チーク、リップブラシ）に、
なめらかで柔らかい松リス毛を使用したアイシャ
ドウブラシをプラスしました。

熊野化粧筆作り体験券

20,000円

オリジナルのバラのフェイスブラシを作っていた
だけます。化粧筆の製造から品質管理までの工場
見学をしていただいている間に軸付きなど筆の仕
上げを丁寧に行い、お帰りの際にお持ち帰りいた
だくことができます。

広熊ジビエのソーセージセット(イノシ
シ・シカ)合わせて２４本！！

20,000円

猪肉には、貧血予防に効果のある鉄分も豊富に含
まれており、鹿肉は、猪肉よりもヘルシーで、栄
養価も高いため、ぜひ食べていただきたい一品で
す！
【提供元】広熊ジビエ専門（TEL082-854-0333）

【提供元】（株）晃祐堂 化粧筆工房
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広熊ジビエの鹿肉ももブロック約1kg

20,000円

野生の鹿を極力酸化さない捕獲方法で狩り、丁寧
に血抜き等を行いました。また、すぐにご家庭で
調理できるよう、筋引き(筋取り)を行っています
。
【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1kg
バラエティパック熊野町産

20,000円

こだわりの部位を4種類、食べきりやすい約100g
のパックを各2つ用意しました。1万円鍋セットに
、ソーセージがついています！
【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1.3k
gロース・バラ肉熊野町産

20,000円

ロース・バラと、人気のある部位を贅沢に450g(
約150g×3パック)ずつ、計900gご用意いたしまし
た！ミンチも400g、おいしいところのみを使用し
、作りました！
【提供元】広熊ジビエ専門（TEL082-854-0333）

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】那智黒
石くじら文鎮＆熊野筆小筆書き比べ３本

25,000円

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】
熊野市：那智黒石くじら文鎮【提供元】熊野市駅
前特産品館(Tel0597-89-6018)
熊野町：熊野筆小筆書き比べ3本セット
【提供元】　仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野筆水墨画用筆4本セット

25,000円

熊野筆で水墨画を始めてみませんか？
【提供元】松月堂（082-854-4429）

熊野筆書筆2本セット（実用書・かな書
き初心者から上級者用）

25,000円

初心者から上級者までご使用いただける2本セッ
ト。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆ハート2本セットピンク

25,000円

ハート型のチークブラシとアイシャドウブラシで
す。
こちらはピンクとなります。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆ハート2本セットパープル

25,000円

ハート型のチークブラシとアイシャドウブラシで
す。
こちらはパープルとなります。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆大人の高級ブラシ3本＆ケー
ス（ギフト箱）

25,000円

ファンデーションブラシ・アイシャドーブラシ・
シャドーライナーブラシの３本セットです。ギフ
ト箱にてお届けいたします。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

セット
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熊野化粧筆大人の高級ブラシ3本＆ケー
スwithSACHI-BOX

25,000円

ファンデーションブラシ・アイシャドーブラシ・
シャドーライナーブラシの３本セットです。YouT
ube「SACHI沙智ちゃんねる」さんとのコラボ商品
「SACHI-BOX」でお届けします。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆迷える乙女の４本＆ケース（
ギフト箱）

25,000円

チークブラシ＆ハイライト、アイシャドーブラシ
、シャドーライナーブラシ、ブラシ＆コームの４
本セットです。
ギフト箱にてお届けいたします。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆迷える乙女の４本＆ケースwi
thSACHI-BOX

25,000円

チークブラシ＆ハイライト、アイシャドーブラシ
、シャドーライナーブラシ、ブラシ＆コームの４
本セットです。YouTube「SACHI沙智ちゃんねる」
さんとのコラボ商品「SACHI-
BOX」でお届けします。

熊野化粧筆スターター５本セット（S-16
）

25,000円

スターターセットとして最適！
【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆しあわせ小箱

25,000円

化粧筆メーカーとのコラボレーションで誕生した
3本セットです。
【提供元】熊野筆セレクトショップ
(082-855-3120)

熊野化粧筆きのこ（ブラック）

25,000円

キュートでかわいい「きのこ」型のフェイスブラ
シです。
最高級の山羊毛を使用し、お肌あたりもソフトで
メイクの時間が楽しくなります。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆きのこ（ワインレッド）

25,000円

キュートでかわいい「きのこ」型のフェイスブラ
シです。
最高級の山羊毛を使用し、お肌あたりもソフトで
メイクの時間が楽しくなります。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

清酒大号令大吟醸とかりんとうのセット

25,000円

日本酒度は+４となっており、やや辛口です。か
りんとうは、大吟醸酒の酒かすを贅沢に使用して
おります。
※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。

熊野化粧筆パウダーブラシ

25,000円

厳選された粗光峰を使用し、触れたくなるような
肌が表現できるパウダーブラシです。厚つきにな
らず、肌負担が軽減されるので柔らかく、優しい
肌が持続します。
【提供事業者】熊野筆セレクトショップ

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

【送付元】馬上酒造場(082-854-0104)
(082-855-3120)
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【熊野町親孝行便】草抜き(手作業)4時
間相当(2人×2時間)

30,000円

手作業にて、4時間相当(2人×2時間)でできる範
囲での草抜きをいたします。熊野町在住の親族が
いらっしゃる方や町内に土地を所有している方な
ど、熊野町にゆかりのある方を対象とした返礼品
とです。熊野町内の地域限定の作業です。

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】那智黒
石仮谷梅管堂の高級文鎮＆熊野筆

30,000円

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】
熊野市：天然那智黒仮谷梅管堂の高級文鎮【提供
元】熊野市駅前特産品館(Tel0597-89-6018)
熊野町：熊野筆小筆書き比べ3本セット
【提供元】　仿古堂(Tel082-854-0003)

熊野筆書筆伝統工芸士作2本セット

30,000円

熊野町の伝統工芸士が制作したなめらかな書き味
のイタチ毛の書道用大筆・小筆の２本セットです
。
【提供元】熊野筆事業協同組合（082-854-0074）

熊野筆書筆【ひろしまグッドデザイン賞
受賞】マカロンカラーフルセット

30,000円

穂を全部崩して書ける筆の4本セット。イタチ毛
は、まとまりがあり穂先が効くのが特長。狸毛は
、強い弾力があり、羊毛は、柔らかな書き味が特
長。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆蒔絵携帯筆（牡丹と蝶）

30,000円

ブラシの持ち手を回すと毛の出寸を自由に調節で
きる構造になっており、チークなどの幅広い用途
でご使用いただけます。容器には漆器の世界でも
華やかな絵柄で知られる「牡丹と蝶」を。
【提供元】中村製作所(TEL082-854-3856)

熊野化粧筆肉球パウダーブラシ

30,000円

柔らかな肌あたりと、可愛いビジュアルで存分に
癒されてください！
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆チークブラシ【灰リス100%】
MR-8

30,000円

熊野筆が誇る最高級品灰リス100％メイクブラシ。
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆2本セット（ファンデーショ
ン、携帯リップ）

30,000円

ビロードのような肌あたりでしっかりとした密度
のファンデーションブラシは、独特の丸い穂先が
肌の凹凸に密着し毛穴をしっかりカバーします。
携帯リップブラシとの2本セットです。
【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆マスクメイクセット
（軸色：黒）

30,000円

コロナ禍において、マスクを着用されている方が
多いため、目元のメイクに視点を当てました。チ
ークとアイシャドウは山羊(粗光峰）の毛を使用
しているため、柔らかくて気持ちよく化粧を載せ
て頂けます。

【提供元】一般社団法人熊野町シルバー人材センター

（TEL082-855-0881）

【提供元】丹精堂（Tel：082-854-0215）

小筆書き比べ３本セット
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熊野化粧筆マスクメイクセット
（軸色：赤）

30,000円

コロナ禍において、マスクを着用されている方が
多いため、目元のメイクに視点を当てました。チ
ークとアイシャドウは山羊(粗光峰）の毛を使用
しているため、柔らかくて気持ちよく化粧を載せ
て頂けます。

熊野化粧筆宙高級ブラシ3本＆ボルドー
ケース

30,000円

チークブラシ＆ハイライトは、肌にフィットしや
すい形状です。アイシャドーブラシは、稀少なカ
ナダリスで発色がきれいで目元に優しいブラシで
す。シャドーライナーブラシは、アイライナーと
際の部分のシャドーにとても使いやすいです。…

熊野化粧筆携帯3本セット(携帯用パウダ
ー、チーク、シャドーライナー)

30,000円

携帯用ブラシの3点セットは普段のメイクはもち
ろん、外出時のちょっとしたメイク直しにも便利
です。
【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆ホワイト軸アイメイク4本セ
ット

30,000円

デリケートなまぶたをいじめず、アイメイクにも
ブラシを。
贈物におすすめです。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

【３か月定期便】広熊ジビエの鍋セット
(イノシシ)約600g×３回熊野町産

30,000円

【３か月定期便】
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）

熊野筆書筆２本セット(天岳・歌仙)

35,000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）

熊野化粧筆パウダーブラシ黒

35,000円

小さめの灰リス100%のパウダーブラシです。
肌あたりがとても柔らかく、ふんわりとしたお肌
に仕上がります。
【軸色】黒【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆パウダーブラシ赤

35,000円

小さめの灰リス100%のパウダーブラシです。
肌あたりがとても柔らかく、ふんわりとしたお肌
に仕上がります。
【軸色】赤【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆SU/Iパウダーブラシ

35,000円

お花の形をしたパウダーブラシです。
持ち手は木の枝をモチーフにしており、持ちやす
く、親しみやすい形状です。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

【提供元】丹精堂（Tel：082-854-0215） 【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)
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熊野化粧筆ピンクパール３本セット【高
級化粧筆２本セット＋洗顔ブラシ

35,000円

チークブラシは、肌に柔らかく触れさせることで
化粧ノリがよくなります。アイシャドウブラシは
、松リスの毛にイタチの毛を混ぜました。洗顔ブ
ラシは、抗菌加工を施しているため、衛生面でも
安心で、耐久性に優れています。

熊野化粧筆メイクブラシ3本セット

35,000円

チークパウダーブラシ（チークにもパウダーにも
使用できます。）・シャドウブラシ・携帯リップ
ブラシの３本セットです。

【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆宙高級ブラシ3本＆ゴールド
ケース

35,000円

チークブラシは最高級の灰リスと山羊毛を混ぜる
ことで安定感のある肌触りです。アイシャドーブ
ラシは稀少なカナダリスで発色がきれいで目元に
優しいブラシです。アイブローブラシは自然な眉
に仕上がる使い安さ抜群の狸毛ブラシです。

清酒大号令酒ざんまい720ml×3本セット

35,000円

蔵生地、大吟醸酒、特別本醸造酒を贅沢にセット
にしました。日本酒度+４で、やや辛口となって
おります。
※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。

【熊野町親孝行便】草刈り(機械使用)4
時間相当(2人×2時間)

35,000円

草刈り機を使用し、4時間相当(2人×2時間)でで
きる範囲での草刈りをいたします。熊野町在住の
親族がいらっしゃる方や、町内に土地を所有して
いる方など、熊野町にゆかりのある方を対象とし
た返礼品です。熊野町内限定の作業となります。

熊野化粧筆宙高級ブラシ3本＆レッドケ
ース

40,000円

チークブラシは、最高級の灰リスを使用したブラ
シです。アイシャドーブラシは、稀少なカナダリ
スで発色がきれいで目元に優しいブラシです。シ
ャドーライナーブラシは、アイライナーと際の部
分にとても使いやすい必須アイテムです。

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】天然那
智黒仮谷梅管堂の高級文鎮＆熊野筆 書筆

40,000円

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】
熊野市：天然那智黒仮谷梅管堂の高級文鎮【提供
元】熊野市駅前特産品館(Tel0597-89-6018)
熊野町：熊野筆マカロンカラー4本セット
【提供元】仿古堂(Tel082-854-0003)

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】那智黒
石くじら文鎮＆熊野筆書筆マカロン

40,000円

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】
熊野市：那智黒石くじら文鎮【提供元】熊野市駅
前特産品館(Tel0597-89-6018)
熊野町：熊野筆書筆マカロンカラー4本セット
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野筆書筆上級者向け（羊鼬筆）

40,000円

書道上級者向け大筆。穂先の良い鼬毛（イタチ毛
）と墨含みの良い羊毛を使用しているので、半紙
書きだけでなく、条幅用にも最適です！温かみの
ある線と綺麗なはらい、はねが表現できます。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

【提供元】一般社団法人熊野町シルバー人材センター

（TEL082-855-0881）

【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

【送付元】馬上酒造場(082-854-0104)

マカロンカラー４本セット
 

カラー４本セット


