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広島県　熊野町

【熊野市・熊野町友好都市協定締結記念
コラボ】チークブラシ（八咫烏シリーズ）

40,000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
、穂首に天然毛シルバーフォックスを使用したチ
ークブラシ。

熊野化粧筆でかっフーパ（さくら）

40,000円

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。
【軸色】さくら
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆でかっフーパ（ブラック）

40,000円

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。
【軸色】ブラック
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆ハートフェイスブラシ3本セ
ット(スワロフスキー付)

40,000円

ハートフェイスブラシ（中）・ハートフェイスブ
ラシ（小）チーク用・携帯リップブラシのかわい
らしい3本セットです。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆凛3本セット

40,000円

それぞれの毛材の特徴を最大限に活かした山羊毛
と灰リスの組み合わせは、柔らかく自然なメイク
の仕上がりを生み出します。軸には、広島宮島の
名産品「しゃもじ」に使用される水目桜を選びま
した。

熊野化粧筆アイシャドウ４本セット

40,000円

アイシャドウ４本セットは、良質なポニーの毛を
１００％使用しています。赤毛でコシもあり、大
変描きやすいです。毛丈はそれぞれ7ｍｍ、9ｍｍ
、15mm、20mmと細かいところも思いのままに描く
事が出来ます。

熊野化粧筆豊玉姫4本＆筆シャンプラス

40,000円

パウダーブラシ・シャドーブラシ・シャドーライ
ナーブラシ・アイブローブラシの4本セットに、
筆シャンプラスを加えたセットになります。
ギフト箱にてお届け致します。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆豊玉姫4本＆筆シャンプラスw
ithSACHI-BOX

40,000円

パウダーブラシ・シャドーブラシ・シャドーライ
ナーブラシ・アイブローブラシの4本セットに、
筆シャンプラスを加えました。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Happybox

40,000円

チーク、シャドウ２種類、アイブロウ、リップブ
ラシのセットです。ご自身で使われることはもち
ろん、ブライダルや贈り物としても最適です。
【提供事業者】熊野筆セレクトショップ
(082-855-3120)

【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418) 【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)
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清酒大号令大吟醸1.8L

40,000円

日本酒度は+４とやや辛口のお酒です。(アルコー
ル度数16度以上17度未満)

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。未

広熊ジビエのかたまり肉セット(イノシ
シ)約2.4kg熊野町産

40,000円

肉の中でも人気の、”ロース”と”もも”を贅沢
にかたまりで約1㎏ずつご用意しました。
ミンチもおいしい部位を使用して作りました。
【提供元】広熊ジビエ専門（TEL082-854-0333）

【熊野町親孝行便】草抜き(手作業)6時
間相当(2人×3時間)

40,000円

手作業にて、6時間相当(2人×3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
品です。熊野町内限定の作業となります。

【熊野町親孝行便】木剪定4時間相当(2
人×2時間)

40,000円

4時間相当(2人×2時間)でできる範囲で、木の剪
定をいたします。親族などお世話になった方や、
土地など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
となります。

【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（羊鼬筆）

45,000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（羊鼬筆）【提供元】仿古堂
（TEL082-854-0003)

熊野筆書筆伝統工芸士作3本セット

45,000円

熊野筆伝統工芸士が製作した扱いやすい羊毛筆１
本と、なめらかな書き味のイタチ毛小筆２本の３
本セットです。
【提供元】熊野筆事業協同組合（082-854-0074）

【熊野町親孝行便】草刈り(機械使用)6
時間相当(2人×3時間)

45,000円

草刈り機を使用し、6時間相当(2人×3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。熊野町内域限定の作業となります

熊野化粧筆フェイスブラシ(粗光峰)軸色
：赤

45,000円

粗光峰(山羊)の毛を使った、フェイスブラシです
。扇形で毛量も多く、コシがあります。仕上げに
粉を払ったり、フェイスパウダーをのせるメイク
をされる方に人気です。
【軸色】赤

熊野化粧筆フェイスブラシ(粗光峰)軸色
：黒

45,000円

粗光峰(山羊)の毛を使った、フェイスブラシです
。扇形で毛量も多く、コシがあります。仕上げに
粉を払ったり、フェイスパウダーをのせるメイク
をされる方に人気です。
【軸色】黒

【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】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】一般社団法人熊野町シルバー人材センター

（TEL082-855-0881）

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)

【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215） 【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）
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赤ちゃんの誕生記念筆引換券熊野町

45,000円

赤ちゃんの生まれて初めて生えた頭髪で、誕生記
念の筆を熊野筆伝統工芸士が制作します。
筆の軸へ、赤ちゃんのお名前とお誕生日を彫刻し
ます。（発行日から3年間有効）

熊野化粧筆レッドパール3本セットBR-
S-1

45,000円

！！ヘアメイクアーティスト推奨メイクブラシ！
！
熊野化粧筆3本セットは早くきれいに楽しくメイ
クできます。
【提供元】宮尾産業（TEL082-854-0337）

熊野化粧筆4本セット

45,000円

パウダーブラシ,チークブラシ、アイシャドウブ
ラシ、アイブロウブラシの4本セット
【提供元】株式会社NUMBEREIGHT(082-554-8883)

熊野化粧筆【日本ギフト大賞2015広島賞
】ピンクパール５本セットPK-47

45,000円

【日本ギフト大賞2015広島賞受賞！】
2015年県内で”唯一”弊社の商品が受賞した名誉
ある日本ギフト大賞の都道府県賞（広島県賞）で
す。弊社の商品がはじめて受賞しました！
【提供元】宮尾産業（TEL082-854-0337）

熊野化粧筆【クールジャパンフェスティ
バル受賞】ホワイトパール5本セット

45,000円

【クール・ジャパンフェスティバル受賞！】
2012年4月30日、日印国交樹立60周年にインドに
て「クール・ジャパン」として、日本の代表的な
伝統品として紹介されました。
【提供元】宮尾産業（TEL082-854-0337）

熊野化粧筆萌人気ブラシ7本&ケース（ギ
フト箱）

45,000円

フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドーブ
ラシ×２・アイブローブラシ・ブラシ＆コーム・
スクリューブラシの7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)

熊野化粧筆萌人気ブラシ7本&ケースwith
SACHI-BOX

45,000円

フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドーブ
ラシ×２・アイブローブラシ・ブラシ＆コーム・
スクリューブラシの7本セットです。YouTube「SA
CHI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。

【熊野町親孝行便】草抜き(手作業)8時
間相当(2人×4時間)

50,000円

手作業にて、8時間相当(2人×4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
品です。熊野町内限定の作業となります。

【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

50,000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：熊野筆書筆（羊鼬筆）【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】仿古堂(TEL082-854-0003)

書筆（羊鼬筆）
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熊野化粧筆SHAQUDAスーヴェボディブラ
シショート

50,000円

天然山羊毛をふんだんに使用した熊野筆ボディブ
ラシ。細やかな穂先がつくる豊かな泡と、
まるで羽毛のようなさわり心地が、やさしく体を
包み、ふんわりと洗い上げます。
【提供元】有限会社瑞穂（082-854-0432）

熊野化粧筆携帯蒔絵３本セット(BR-8)

50,000円

伝統工芸山中塗風の蒔絵を、豪華に全面に施した
携帯用の化粧筆３点セットです。
お出かけ先では勿論、日常のメイクにも使える上
質な穂先です。
【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆メイクブラシ5本セット

50,000円

チークブラシ・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・アイブローブラシの5本
セットです。
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆萌人気ブラシ7本&洗顔ブラシ
＆ケース（ギフト箱）

50,000円

フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドーブ
ラシ×２・アイブローブラシ・ブラシ＆コーム・
スクリューブラシ・洗顔ブラシの8本セットです
。化粧筆７本とケースは、ギフト箱にてお届け致
します。

熊野化粧筆萌人気ブラシ7本&洗顔ブラシ
＆ケースwithSACHI-BOX

50,000円

フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドーブ
ラシ×２・アイブローブラシ・ブラシ＆コーム・
スクリューブラシ・洗顔ブラシの8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。

【熊野町親孝行便】草刈り(機械使用)8
時間相当(2人×4時間)

55,000円

草刈り機を使用し、8時間相当(2人×4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。

【熊野町親孝行便】木剪定6時間相当(2
人×3時間)

55,000円

6時間相当(2人×3時間)でできる範囲で、木の剪
定をいたします。親族などお世話になった方や、
土地など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
となります。

熊野筆書筆羊毛筆２本セット

55,000円

中鋒スタイルの羊毛筆『嘯風』シリーズ２号嘯風
【半紙用】と４号嘯風【條幅用】の２本セットを
用意しました。羊毛の中でも初心者が扱い易いよ
うに製作しております。初めて羊毛筆を使われる
方はそのしなやかさを堪能して下さい。

熊野化粧筆SHAQUDAスーヴェボディブラ
シロング

55,000円

天然山羊毛をふんだんに使用した熊野筆ボディブ
ラシ。細やかな穂先がつくる豊かな泡と、
まるで羽毛のようなさわり心地が、やさしく体を
包み、ふんわりと洗い上げます。
【提供元】有限会社瑞穂（082-854-0432）

【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】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】仿古堂(TEL082-854-0003) 【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

【提供元】株式会社久保田号（082-854-0009）
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熊野化粧筆【P-1】premiumシリーズパウ
ダーブラシ

55,000円

厳選した灰リス家に上質な山羊毛を混ぜ込み、そ
こに晃祐堂の書筆製造のノウハウから生まれた”
ずらす技術”を加えることで、柔らかさの中にも
適度な弾力がある、今までにない化粧筆が生まれ
ました。

熊野化粧筆vivid（ヴィヴィッド）

55,000円

毛質は柔らかく、持ち手は明るく、プレゼントに
ピッタリなセットになってます。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

熊野化粧筆グレイスセット軸色：赤

55,000円

フルメイクセット5本セットで、ケースも付いて
おりますので待ち運びに便利で場所も取りません
。あまり化粧をしない人にも、最小限お使い頂け
るブラシを選んでおります。【軸色】赤
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆グレイスセット軸色：黒

55,000円

フルメイクセット5本セットで、ケースも付いて
おりますので待ち運びに便利で場所も取りません
。あまり化粧をしない人にも、最小限お使い頂け
るブラシを選んでおります。【軸色】黒
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

ボディブラシ花型熊野筆

60,000円

毛先はフワフワ、でも洗う際には適度な弾力もあ
るという、熊野筆の技術を込めて作られました。
「毛先を触っているだけで癒される」との声も多
い、肌当たり抜群のボディブラシです。
【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

【熊野市・熊野町友好都市協定締結記念
コラボ】洗顔ブラシ＆チークブラシ

60,000円

【熊野市・熊野町友好都市協定締結記念コラボ返
礼品】【洗顔ブラシ】軸に熊野市の伝統工芸品で
ある那智黒石を使用し、きめ細かくみずみずしい
泡がつくれます。【チークブラシ】軸に熊野市の
伝統工芸品である那智黒石を使用しました。

熊野化粧筆宙高級リス毛3本セット

60,000円

フェイスブラシは、最高級の灰リスで安定感＆肌
触りが最高の逸品です。チークブラシも灰リスを
使用し、ハイライトにもお使い頂けるブラシです
。アイシャドーブラシは、稀少なカナダリスで発
色がとてもきれいで目元に優しいブラシです。

熊野化粧筆パールピンクセット

60,000円

フェイスブラシから携帯用のブラシまで４本がセ
ットになった商品です。熊野筆ならではの粉含み
の良さで、ビギナーの方もメイク慣れしている方
にもおすすめできるセットです。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆宙高級ブラシ6本＆ケース

60,000円

チークブラシ・チークブラシ＆ハイライト・ア
イシャドーブラシ・アイブローブラシ・ブラシ＆
コーム・スライド式リップブラシ先細の6本セッ
トです。ギフト箱にてお届け致します。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

【提供元】（株）晃祐堂(TEL082-516-6418)

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)


