
12-①

まくらのキタムラ

9-① ジムナストキッズ（さくら） 9-② ジムナストキッズ（そら）

ピンク ブルー

まくらのキタムラ まくらのキタムラ

9-③ ジムナストプラス+専用カバー 3-㉔ ジムナストミニ

まくらのキタムラ まくらのキタムラ

北名古屋市では、市内在住者・市外在住者を問わずお礼品を贈呈しています。
寄附額により以下のポイントに応じて特産品をお贈りいたします。

寄附金額 ポイント数

１万円以上　１００万円未満 １万円につき3,000ポイント
（上限は100,000ポイント）

１００万円以上 200,000ポイント

日本人は弧を描くような
寝返りを一晩に30回ほど
します。ジムナストがそら
豆型なのはその寝返りを
スムーズに促し、横向き
の姿勢を心地よく保つた
め。まさに日本人の体形
と睡眠習慣にフィットした
熟睡まくらです。好みの
高さに調節でき、丸洗い
も可能なのでいつでも清
潔に保てます。
Middleサイズ：W73×D37×
H3-4cm

　ジムナストプラス Middle & 今治タオルカバー　バルキー　ベージュ

日本人は弧を描くような寝返りを一晩に30回ほどします。
ジムナストがそら豆型なのはその寝返りをスムーズに促し、
横向きの姿勢を心地よく保つため。
まさに日本人の体形と睡眠習慣にフィットした熟睡まくらです。
好みの高さに調節でき、丸洗いも可能なのでいつでも清潔に保てます。

Middleサイズ：W73×D37×H3-4cm

セットの今治カバーは百年以上の歴史と高い品質を持つ
今治タオルを使って、ジムナストのまくらカバーをつくりました。
綿本来のやわらかさと吸水力があり、使い始めからふかふかで、
就寝中の汗をよく吸います。
柔軟剤を加えなくても、ずっと続く肌ざわりが特長です。

表面生地は、立体メッ
シュ素材のダブルラッセ
ル。弾力性があり、通気
性もとても高く、蒸れるの
を防ぎます。中身は、ジム
ナストでも使用されている
エラストマーパイプ。新素
材で、低反発のような心
地よさ。裏面生地はウェッ
トスーツ と同じラバー素
材を使用。 滑り止めに
なっているので、より高い
安定性を実現。
サイズ：W32×D14cm

ジムナストキッズは、子ど
もの頭や首の成長に合わ
せて、まくらの高さが変え
られる専用のパッド付き。
自然な寝がえりをうなが
し、正しい寝姿勢をキープ
するカタチ。そして通気
性・速乾性に優れた素材
が特長です。しかも丸洗
いができるので、いつでも
清潔にお使いいただけま
す。
サイズ：W66×D32×H3.5-
7cm

ジムナストキッズは、子ど
もの頭や首の成長に合わ
せて、まくらの高さが変え
られる専用のパッド付き。
自然な寝がえりをうなが
し、正しい寝姿勢をキープ
するカタチ。そして通気
性・速乾性に優れた素材
が特長です。しかも丸洗
いができるので、いつでも
清潔にお使いいただけま
す。
サイズ：W66×D32×H3.5-
7cm

ＮＥＷ! 

ＮＥＷ! 

ＮＥＷ! 

ＮＥＷ! 

ＮＥＷ! 

http://www.kabu-kitamura.com/
http://www.kabu-kitamura.com/
http://www.kabu-kitamura.com/
http://www.kabu-kitamura.com/
http://www.kabu-kitamura.com/


　3-㉓　市制１０周年記念焼酎　「きたなごやの友」 ２本セット 3-⑦ 長寿コマ (北名古屋市オリジナルお土産品）

　

1-① 北名古屋市特産！いちじく酵母入り「のむ酢」

3-① 真誠ギフトセット 3-② 磯の宴（つくだに）

㈱真誠　 (有)水上食品　

3-③ 　3-④-ア・イ・ウ 岐阜棚田米（玄米）５㎏　　　

エコファーマー認定米

みのりや西春店 みのりや西春店

「北名古屋地域
　ブランドプロジェクト」

　北名古屋市国際交流
協会が「地域の価値」
を掘り起し、「地域の新
しい魅力」を再発見す
る試みとして、北名古
屋地域ブランドとして企
画しました。

　200ｍｌ×2本

無洗米　山形あきたこまち（白米）５㎏

健康に良いとされる
　「ゴマ商品」詰め合わ
せ

・食卓のねりごま白 ８０ｇ
・食卓のねりごま黒 ８０ｇ
・国産大豆きな粉
　ゴマパウダー入 １２０ｇ
・金ゴマ擂りたて一番 ７０ｇ

・有機いりゴマ白    ５５ｇ
・有機すりゴマ白    ４５ｇ
・太白胡麻油 ３００ｇ

・ちりめん山椒　60ｇ
・生むき志ぐれ 200ｇ
・貝柱生姜煮  150ｇ
・料亭のり豆　 200ｇ
・あさり豆　　 　250ｇ

　お釜に水とお米を入
れるだけ！

　洗わずに炊けるお米
だから、水仕事も、時
間も必要ありません。

　この商品は下記の精
米方法の番号も付けて
ください。
　ア　白米
　イ　８分つき
　ウ　玄米
　（例：3-⑤-ｱ）

　(精米することによりぬ
か分の量が少なくなりま
す）

　市制１０周年を記念し
て、市と災害時相互応援
協定を締結する南さつま
市の酒造メーカーの芋焼
酎に、名古屋芸術大学に
よるラベルデザインを施し
たコラボ商品「市制10周
年記念焼酎　きたなごや
の友」（芋焼酎）を製造し
ました。

内容量　１本当たり　720ml
原材料　さつまいも・米こうじ
アルコール分　30度

製造元　宇都酒造㈱ ～コマのまち・きたなごや～　http://komakita.nagoya/koma/

全日本製造業コマ大戦
で活躍する市内企業の
高い技術力と「健康快
適都市」の実現を祈念
して製作しました。真鍮
（金色）とステンレス（銀
色）の２種類のコマを同
時に回すことによりお
鈴（おりん）のような妙
音を奏でます。

楽天市場の無洗米部門 

「グルメ大賞2015」に選ばれました！！ 

北名古屋市 オリジナル商品 

北名古屋市 オリジナル商品 

http://www.shinsei-ip.ne.jp/
http://mizukamifoods.co.jp/
http://komakita.nagoya/koma/


　3-⑤-ア・イ・ウ 山形太古減農薬コシヒカリ（玄米）５㎏ 　3-⑥-ア・イ・ウ 岐阜はつしも（玄米）５㎏　　

エコファーマー認定米 エコファーマー認定米

みのりや西春店 みのりや西春店

3-⑨ 具だくさん釜飯セットと無洗米各種 　3-⑩-ア・イ きたなごやの珈琲３種セット　　

㈱ハナノキ 江口珈琲店

　3-⑪ 　3-⑫　　じっくりコトコト・スープセット

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱ ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱

3-⑬ 3-⑭ ３種のタルト

エミール洋菓子店 エミール洋菓子店

キレートレモン・エナジエセット

　「レーズンウィッチ」を
はじめとするクリーム
サンドの入った焼き菓
子。

　季節により焼き菓子、
クッキーの種類は変わ
ります。（大小合わせて
13～18個入）

「冷蔵で配送」
　お日持ちは配送日を
含めて21日間です。

「タルト・ポワール」
ジューシィな洋梨とアーモ
ンドのタルトがよく合いま
す。

「タルト・オランジュ」
フレッシュオレンジのビ
ター＆スィートな美味し
さ。

「ピーカン・カカオ」
チョコレートケーキで一番
人気のピーカンナッツを
入れた焼きショコラです。

12ｃｍホール（2～4人サイズ）×３台
「冷凍で配送」
　お日持ちは解凍後は3日間です。

・ブレンドきたなごや
　　（150ｇ）
・ブレンドほうじょうじ
　　（150ｇ）
・厳選スペシャルティ
　　 　コーヒー（100ｇ）
・自家製キャラメル
　　　　　ポップコーン
【珈琲の状態を
　　 お選びください】
 ア　豆のまま
 イ　紙フィルター用（粉）

　　（例：3-⑩-ｱ）

（無洗米
　　新潟コシヒカリ入り）
・帆立釜飯（2人前）
・たこ釜飯（2人前）

　（キューブ型米
　　　300ｇｘ各種2個）
・無洗米
　新潟県産コシヒカリ
・無洗米
　山形県産はえぬき
・無洗米
　新潟県産コシヒカリ

　この商品は下記の精
米方法の番号も付けて
ください。
　ア　白米
　イ　８分つき
　ウ　玄米
　（例：3-⑤-ｱ）

　(精米することによりぬ
か分の量が少なくなりま
す）

　この商品は下記の精
米方法の番号も付けて
ください。
　ア　白米
　イ　８分つき
　ウ　玄米
　（例：3-⑤-ｱ）

　(精米することによりぬ
か分の量が少なくなりま
す）

・キレートレモン
            エナジエ
　（190ｍｌ）　×10本
　　レモン1.4個分の果汁に

　ローヤルゼリーを配合。

・キレートレモン
           はちみつ入り
　（195ｇ）　×5本
　　レモン1個分の果汁に
　ハチミツでマイルド仕上。

６種類各２箱
　　　（１箱３食入り）

　・あらびきコーン
　・クラムチャウダー
　・海老のビスク
　・牡蠣のポタージュ
　・チキンクリーム
　・クリーミーじゃがいも

※商品の仕様やパッケージは、
　　変更になる場合があります。

焼き菓子詰め合わせ

http://www.hananoki.co.jp/
http://eguchi-coffee.net/
http://www.pokkasapporo-fb.jp/
http://www.pokkasapporo-fb.jp/


3-⑮ 　3-⑯　 バースディケーキ（店頭渡し限定）

エミール洋菓子店 エミール洋菓子店

3-⑰ こだわり煎餅詰め合わせ 3-⑱ たっぷり煎餅半缶入り

烏森せんべい　米倉製菓 烏森せんべい　米倉製菓

3-⑲ 3-⑳ 佃煮３種詰合せ（自家製）

菊春 菊春

3-㉑ 3-㉒

名古屋バナナ加工㈱ 一品料理　いづみ

　【ランチ限定】

　 季節の素材をふんだん
に使い、目で堪能、味で
満足していただけるおも
てなしでお迎えいたしま
す。

　ご招待券をお送りしま
す。

・浅利時雨煮    ２００ｇ
・ふきのとう海苔１２０ｇ
・ちりめん山椒   １００ｇ

　冷蔵便で発送しま
す。

ドライフルーツ＆ナッツセット

・マンゴー65g （フィリピン産）
・ミックスフルーツ100g
　 （タイ、中国産）
・レーズン90g (アメリカ産)
・素焼きアーモンド70g
 　(アメリカ産)
・むきくるみ90g (アメリカ産)
・ローストココナッツ70g
　 （マレーシア産）
・プルーン230g (アメリカ産）
・いちじく150g （アメリカ産）
・バラエティミックス310g
　 (中国、アメリカ、フィリピ
ン、ペルー産）
・落花生330g (中国産)

オムスパちょい呑セット

　愛知県産小麦粉きぬあ
かりを100％使用

容量：　126枚
・落花煎餅　2枚×21袋
・そら豆煎餅　2枚×21袋
・黒豆煎餅　2枚×21袋

　砂糖は北海道産（甜菜糖）、トッピングには黒豆（北海道産）そら豆（オー
ストリア産）落花生（インド産）を使用しました。
　風味豊かな香ばしいお煎餅が2枚ずつ簡易包装してあります。

　愛知県産小麦粉きぬあ
かりを100％使用

容量：　12袋
・古代米せん60ｇ
・大豆せん60ｇ
・海苔小丸60ｇ
・そら豆せん70ｇ
・胡麻せん70ｇ
・落花せん6枚×2
・八丁味噌せん60ｇ
・黒豆せん70ｇ
・ビンズせん6枚
・南瓜せん6枚×2

料理長特選 ミニ会席 １名様分

クリスマスケーキ（店頭渡し限定）

ショートケーキタイプ
12ｃｍホール
（種類：イチゴ・
　チョコレート・マロン）

【引換券をお送りします】
　引き取りしていただける
方限定、必ず店頭にてご
予約ください。
【申込期限】
　2015年11月30日
【期間限定】
　2015年12月1日～25日

　ショートケーキタイプ
　15ｃｍホール
　（種類：イチゴ・
　　チョコレート・マロン）

　他にもご用意できるも
のもあります。
　時期により変わります。

【引換券をお送りします】
　引き取りしていただける方限定、必ず店頭にてご予約ください。

ご招待券をお送りします。　　  【営業時間】１７：００～２１：３０
きたなごやめし第1号の「オムスパ」、卵で包んだナポリタンを鉄板で召し上がれ！
生ビール（又は、焼酎１杯か日本酒１合に変更可）とお刺身・揚げ物をセット。
写真はイメージです。　お刺身と揚げ物は、季節により内容は変わります。

写真はイメージです 

写真はイメージです 

写真はイメージです 

期間限定品のため

終了しました。 

セット内容は、平成28年6月1日 

からのものです 

http://www.kikuharu.net/
http://www.kikuharu.net/
http://www.nagoya-banana.co.jp/


2-① 潮の唄（つくだに） 　2－③-ア・イ・ウ 青森つがるロマン（玄米）５㎏　

エコファーマー認定米

(有)水上食品　　 みのりや西春店

2-④ 完熟プチ白桃ぜりー（15ケ入） 2-⑥ プティ・焼き菓子セット（８袋入）

㈱桃の館 ㈱桃の館

2-⑦ 具だくさん釜飯セットと無洗米各種 2-⑧ 世界のスペシャルティコーヒー

㈱ハナノキ 愛知ピュア㈱

　2-⑩-ア・イ　　きたなごやの珈琲２種セット

江口珈琲店

（無洗米
　　新潟コシヒカリ入り）
・帆立釜飯（2人前）
・たこ釜飯（2人前）

（キューブ型米
　　　300ｇｘ各種1個）
・無洗米新潟県産コシヒカリ
・無洗米山形県産はえぬき
・無洗米新潟県産コシヒカリ

　香ばしい食感のゴー
フレットと食べやすいサ
イズのチョコサンドクッ
キーが計８袋入った焼
き菓子セットです。

・ちりめん山椒　 60ｇ
・生むき志ぐれ 200ｇ
・塩こんぶ小雪　80ｇ

　厳選した挽きたての
コーヒー（粉・５０ｇ）を３
種類とフィルター５０
枚・コーヒーシュガーの
詰合せ。

　小牧市篠岡で取れた
完熟の白桃を手で一つ
ひとつ湯剥きし、うらご
しした完熟白桃を贅沢
に使った、美味しいゼ
リーです。

【期間限定】
　ゼリーは夏限定商品
ですので６月中旬から
9月末までの取扱となり
ます。

・ブレンドきたなごや
　　　　　　　　　（150ｇ）
・厳選スペシャルティ
　　コーヒー　　（150ｇ）

【珈琲の状態を
　　　　 お選びください】
 ア 豆のまま
 イ 紙フィルター用（粉）
　　（例：2-⑩-ｱ）

　この商品は下記の精
米方法の番号も付けて
ください。
　ア　白米
　イ　８分つき
　ウ　玄米
　（例：3-⑤-ｱ）

　(精米することによりぬ
か分の量が少なくなりま
す）

http://mizukamifoods.co.jp/
http://www.ropia.co.jp/
http://www.ropia.co.jp/
http://www.hananoki.co.jp/
http://www.pure-coffee.jp/
http://eguchi-coffee.net/


1-③ 1-④ おつまみに最適！ナッツセット

名古屋バナナ加工㈱ 名古屋バナナ加工㈱

1-⑤－ア・イ・ウ おいしい蒟蒻ゼリーシリーズ（６袋） 1-⑥ 天津甘栗（２袋）

名古屋バナナ加工㈱ 名古屋バナナ加工㈱

1-⑦ 1-⑧

㈱桃の館 ㈱ハナノキ

1-⑨

愛知ピュア㈱

　「ドリップパックなの
に、本格的な味と香り」
とご好評です。ご家庭
で、その美味しさをお
楽しみください。

　コーヒーの鮮度を保
つため、窒素充てん加
工を施し密閉していま
す。

ドリップパックセット（１０ｇ入×８パック）

　この商品は下記の種類の番号も付けてください
　ア　りんご味　　イ　ぶどう味　　ウ　ピーチ味　（例：1-⑤-ｱ）

ヨーグルトと相性抜群！ドライフルーツセット

「セット内容 」
・プルーン50g
・フルーツ屋
 Wブルーベリー50g
・フルーツ屋
 ミックスフルーツ100g
・レーズン90g
・トルコあんず55g

　低カロリーで食物
繊維がたっぷり果汁
入りで自然なフルー
ツ風味のプルプルこ
んにゃくゼリー

なごや嬢（３０個入） 具だくさん釜飯セット

　【期間限定】

　10月10日
　　～ 2月20日

　350g×2袋入

　　ホワイトチョコレート
　を香ばしいナッツ入り
　の焼菓子でサンドし
　たお菓子。

（無洗米
　　新潟コシヒカリ入り）

・帆立釜飯（2人前）
・たこ釜飯（2人前）

「セット内容」
・USAピスタチオ   35ｇ
・ミックスナッツ     70ｇ
・むきくるみ　　　   90ｇ
・バターピーナッツ 80ｇ
・ジャイアントコーン35ｇ

キヨスクの名古屋駅お土産 

       ランキング ６位です。 

期間限定品のため

終了しました。 

セット内容は、平成28年6月1日からのものです 

http://www.nagoya-banana.co.jp/
http://www.nagoya-banana.co.jp/
http://www.nagoya-banana.co.jp/
http://www.nagoya-banana.co.jp/
http://www.ropia.co.jp/
http://www.hananoki.co.jp/
http://www.pure-coffee.jp/


4-① 味めぐり（つくだに） 4-② 具だくさん釜飯セットと無洗米各種

(有)水上食品 ㈱ハナノキ

・山椒うなぎ　  　100ｇ
・生むき志ぐれ 　200ｇ
・丹波黒豆　　  　250ｇ
・あさり豆　　　    250ｇ
・ちりめん山椒   　60ｇ
・花豆　　　　    　200ｇ
 

（無洗米
　　新潟コシヒカリ入り）
 ・帆立釜飯（2人前）×2袋
 ・たこ釜飯（2人前）×2袋

（キューブ型米
　　　300ｇｘ各種2個）
 ・無洗米新潟県産コシヒカリ
 ・無洗米山形県産はえぬき
 ・無洗米新潟県産コシヒカリ

http://mizukamifoods.co.jp/
http://www.hananoki.co.jp/

