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粒ごろごろブルーベリージャムとパン定
期便（６か月コース）

60,000円

【６ヶ月定期便】お子様からご年配の方まで食べ
やすい、口当たりの良いパンです。ブルーベリー
ジャムは、町内でとれた甘く大きめの粒の物を使
用し、さらっとした口当たりの中に、ごろごろの
大きなブルーベリー入り！

熊野化粧筆灰リス100%ブラシ2本セット(
パウダー・チーク)

65,000円

肌に当てると美しい扇の形に広がるフォルムは、
熊野筆の伝統と宮尾の技術力の結集されたシルク
の様な肌触りは、敏感肌の方に特におススメです
！！粉を均一に自然に伸ばしてくれます。
【提供元】宮尾産業（TEL082-854-0337）

熊野化粧筆宙プレミアム高級リス毛3本
セット

65,000円

フェイスブラシは、最高級の灰リスを使用し肌触
りの良さは抜群です。チークブラシは、最高級の
灰リスを使用し肌触りの良さは抜群のブラシです
。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。

熊野化粧筆赤軸５本セット(ポーチ付)

65,000円

喜筆のメイクブラシは、毛先をカットせず職人の
手作業により毛先を整え、ふんわりと仕上げられ
ています。自然のままの毛先は、適度なコシと柔
らかさがあり極上の肌当たりを感じていただけま
す。

熊野化粧筆レッドパール5本セット(ポー
チ付)BR-S-2

65,000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5本セットは早くきれいに楽しくメ
イクできます！熊野化粧筆の良さを存分に実感し
たい方に使っていただきたいです。
【提供元】宮尾産業（TEL082-854-0337）

花型ボディブラシ（柄付）熊野筆

65,000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)

【熊野町親孝行便】木剪定8時間相当(2
人×4時間)

70,000円

8時間相当(2人×4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。

熊野化粧筆フェイスブラシ大(粗光峰)

70,000円

粗光峰(山羊)の毛を使った、フェイスブラシです
。ボリューム感たっぷりです。リンパの流れに沿
ってブラッシングするとマッサージにもなり、肌
の血行がよくなります。
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆KIHITSUオリジナル３DLa.mag
ieセット

70,000円

使い方で三つの表現が出来る本格３D形状のブラ
シです。前面でパウダーをのせ、背面で払いつや
を出し、トップで細かい所を仕上げます。立体感
のあるメイクをお楽しみ戴けます。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

【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】喜筆(TEL082-855-1180)

【送付元】Licht(TEL082-855-2644)
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熊野化粧筆SHAQUDAスーヴェクレンジン
グブラシセット

75,000円

スーヴェフェイスクレンジングブラシ、ノーズブ
ラシをセットにしてお届けします。専用のトレイ
とソープディッシュで、まるで自宅にいてもリゾ
ートホテルにいるような優雅な気持ちになれます

熊野筆書筆高級羊毛筆

80,000円

久保田号の看板筆高級羊毛筆『墨吐龍』最も細く
柔らかい毛を選毛し独自の技術で製作しておりま
す。初心者には扱いにくいですが、使いこなせた
時の線質は他に類をみない素晴らしいものになり
ます。

熊野化粧筆チークブラシ(赤リス)軸色：
赤

80,000円

赤リスの毛を使った、チークブラシです。高級リ
ス毛を厳選して作成した、赤リスの化粧筆です。
非常に柔らかく、肌触りが良いことが特徴です。
【軸色】赤
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆チークブラシ(赤リス)軸色：
黒

80,000円

赤リスの毛を使った、チークブラシです。高級リ
ス毛を厳選して作成した、赤リスの化粧筆です。
非常に柔らかく、肌触りが良いことが特徴です。
【軸色】黒
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆宙プレミアム高級ブラシ6本
＆ケース

80,000円

フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドーブ
ラシ・シャドーライナーブラシ・アイブローブラ
シブラシ＆コームの入った6本セットです。灰リ
ス・カナダリスのリス毛を使ったブラシとなって
ます。

熊野化粧筆レッドパール７本セット＆携
帯用ポーチB-J

80,000円

高級山羊毛のチークブラシやポニーのアイカラー
ブラシ、セーブルのアイシャドウブラシなど、贅
沢な７本セットとなっています。
【提供元】宮尾産業(TEL082-854-0337)

熊野化粧筆プロフェッショナルセット

80,000円

チークブラシ・ハイライト・アイシャドウ(大)・
アイシャドウ(小)・アイブロウ・リップ・スクリ
ューの7本セットに持ち運びに便利なポーチ付き
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野筆書筆高級イタチ筆

95,000円

高級イタチ筆『蘭飛香』上質な長いイタチ毛を使
用しております。
條幅用の楷書・行書におすすめです。
【提供元】株式会社久保田号（082-854-0009）

熊野化粧筆7本セット

95,000円

上質な山羊毛で作られており、使い方で3つの表
現が出来る本格3D形状のブラシです。立体感のあ
るメイクがお楽しみいただけます。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

【提供元】有限会社瑞穂（082-854-0432）
【提供元】株式会社久保田号（082-854-0009）

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)
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熊野化粧筆宙高級ブラシ８本＆ケース（
ギフト箱）

100,000円

フェイスブラシ・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・シャドーライ
ナーブラシ・アイブローブラシ・ブラシ＆コーム
の入った8本セットです。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆宙高級ブラシ８本＆ケースwi
thSACHI-BOX

100,000円

フェイスブラシ・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・シャドーライ
ナーブラシ・アイブローブラシ・ブラシ＆コーム
の入った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」

熊野化粧筆Sakuratree～桜の木～

100,000円

パウダーファンデーション（固形・プレスト）、
フィニッシュパウダーブラシとしてお使いいただ
けます。毛穴の穴より細い毛なので、しっかりム
ラなくキメ細かく仕上げることができます。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

友禅染季節の暖簾『春(藤)』熊野筆使用
！

110,000円

『春(藤)』(横80cm×縦90cm)は、藤の花が描かれ
ており、あでやかで、高貴で豪華な、その中にも
おしとやかさと上品さを兼ね備えており、日々の
生活に華やかさを見せてくれるでしょう。
【提供元】アトリエ蘇陽Tel：082-854-3647

友禅染季節の暖簾『夏(川)』熊野筆使用
！

110,000円

『夏(川)』(横85cm×縦90cm)は、川のような模様
（流水目）が涼しげな空間にしてくれるでしょう
。
【提供元】アトリエ蘇陽Tel：082-854-3647

友禅染季節の暖簾『夏(紫陽花)』熊野筆
使用！

110,000円

『夏(紫陽花)』(横80cm×縦120cm)は、紫陽花が
描かれており、花言葉「一家団欒」に合うような
、温かみのある絵になっています。
【提供元】アトリエ蘇陽Tel：082-854-3647

友禅染季節の暖簾『秋(あざみ)』熊野筆
使用！

110,000円

『秋(あざみ)』(横80cm×縦120cm)は、ヤマブド
ウとあざみが描かれており、秋を感じる空間にな
ること間違いなしの作品です。
【提供元】アトリエ蘇陽Tel：082-854-3647

友禅染季節の暖簾『秋(やまぶき)』熊野
筆使用！

110,000円

『秋(やまぶき)』(横85cm×縦88cm)は、やまぶき
とあざみが描かれており、秋を感じる空間になる
こと間違いなしの作品です。
【提供元】アトリエ蘇陽Tel：082-854-3647

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】那智黒
石仮谷梅管堂の高級品合わせ硯＆熊野筆

120,000円

【熊野市・熊野町コラボ返礼品】
熊野市：那智黒石仮谷梅管堂の高級品合わせ硯【
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）・熊野筆書筆マカ
ロンカラー4本セット

にてお届けいたします。

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

書筆（羊鼬筆）とマカロンカラー４本セット

【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)
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熊野化粧筆ホワイトブラシ～四角い幸運
～

120,000円

軸をあえて四角にして、「四角い幸運」の筆とし
て、願いを込めて丹念に作りました。ホワイトを
基調にした清潔感のあるブラシです。肌当たりの
良い山羊毛をたっぷりと使用しております。
【提供元】喜筆(TEL082-855-1180)

熊野化粧筆宙高級ブラシ８本＆豊玉姫４
本＆筆シャンプラス（ギフト箱）

130,000円

宙高級ブラシ８本と豊玉姫４本、筆シャンプラス
のセットとなっています。
ギフト箱２箱にてお届けいたします。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆宙高級ブラシ８本＆豊玉姫４
本＆筆シャンプラスwithSACHI-BOX

130,000円

宙高級ブラシ８本と豊玉姫４本、筆シャンプラス
のセットとなっています。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」にてお届けいたします。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆SSマストアイテムセット

130,000円

平成２８年５月にオバマ元米大統領が被爆地・広
島市に訪問された際に、元大統領婦人と２人のご
令嬢に贈呈した化粧筆セットのリニューアル品で
す。化粧筆メイクに必要なアイテムを厳選した１
２セット（化粧筆１１本、筆巻き1個）です。

熊野化粧筆宙高級ブラシ８本＆極上灰リ
ス＆洗顔

150,000円

宙高級ブラシ８本と極上灰リスフェイスブラシ、
洗顔ブラシのセットとなっております。
ギフト箱２箱とピンクのギフト箱にてお届け致し
ます。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆レッドパールスペシャル10本
セット

150,000円

フェイスブラシ・フェイスパウダーブラシ・アイ
カラーブラシ・アイシャドウブラシ×３・アイブ
ローブラシ・リップブラシ・スクリュー・チップ
の10本セット！
【提供元】宮尾産業（TEL082-854-0337）

熊野化粧筆シルバーフォックス5本セッ
ト(S-FO)

165,000円

希少性が高く、毛先がゴールドのような淡い茶色
、根本はシルバーのような白の美しい毛並みが
特徴。柔らかさを持ちながら、山羊のようなコシ
の強さ、粉含みの良さを併せ持つこれまでにない
筆です！

熊野化粧筆GSNシリーズ９本セット(S-
GSN-9)

165,000円

メイクアップアーティスト、化粧品メーカーの高
級化粧筆を手掛けるときのベースとなるプロユー
スコレクションです。厳選された最高の素材を使
い、熟練の筆司の手による逸品です。
【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆全シリーズ２２本贅沢４セッ
ト

200,000円

熊野化粧筆全シリーズ２２本贅沢４セット宙高級
ブラシ８本・豊玉姫4本＆筆シャンプラス・萌人
気ブラシ7本&ケース・大人の高級ブラシ3本＆ケ
ースギフト箱４箱にてお届け致します。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

【提供元】熊野筆セレクトショップ
(082-855-3120)

【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)
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熊野化粧筆ラグジュアリセット軸色：赤

200,000円

こだわりの10本セットで、初心者の方からメイク
アーティストまでどんなメイクも可能です。メイ
クに必要なアイテムを厳選した11セット(化粧筆1
0本、革の筆巻き付)です。【軸色】赤
【提供元】株式会社丹精堂082-854-0215

熊野化粧筆ラグジュアリセット軸色：青

200,000円

こだわりの10本セットで、初心者の方からメイク
アーティストまでどんなメイクも可能です。メイ
クに必要なアイテムを厳選した11セット(化粧筆1
0本、革の筆巻き付)です。【軸色】青
【提供元】株式会社丹精堂082-854-0215

熊野化粧筆しゃぼん

235,000円

こだわりのセットで、初心者の方からメイクアー
ティストまでどんなメイクも可能です。材質にこ
だわり、貴重な毛のみを使用し製造しました。
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆黒檀５本セット

235,000円

軸は銘木として代表的な黒檀を使用し、希少な国
産材のみを使用しています。黒檀を軸に使用した
化粧筆が5本入っており、使用する度につやが出
てきます。
【提供元】株式会社丹精堂（082-854-0215）

熊野化粧筆宙高級ブラシ８本×２箱＆極
上灰リス＆洗顔＆筆シャンプラス

250,000円

宙高級ブラシ８本×２箱と極上灰リスフェイスブ
ラシ、洗顔ブラシのセットとなっています。ギフ
ト箱３箱とピンクのギフト箱にてお届け致します
。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野筆書筆プレミアム熊野筆×輪島塗

290,000円

イタチ毛のまとまりの良さと羊毛の墨含みの良さ
を併せ持った筆先は、漢字書きだけでなく、仮名
条幅、詩文書きにも適しています。職人が一本一
本心を込めて手書きした一品。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)

熊野化粧筆Zシリーズフルセット

295,000円

厳選した灰リスをベースに筆司鉄舟の手で一本一
本仕上げました。素材選びから仕上げまで、全て
に渡って自ら関わり創り上げた、竹宝堂ブラシコ
レクションの最高峰シリーズです。
【提供元】竹宝堂(TEL082-854-0324)

熊野化粧筆プレミアム熊野筆×輪島塗＆
高級リス毛3本

300,000円

フェイスブラシは輪島塗に蒔絵で装飾を施した上
品かつ煌びやかな軸です。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
ラシは灰リス毛を使用してます。
【提供元】仿古堂(TEL082-854-0003)
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