
作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

AK-03 6寸そばザル 青木工芸

　群馬県ふるさと伝統工芸士の青木岳男氏が
製造。
　手打ちそばでも市販のそばでもおいしさを引き
立たせるそばザル。
　使用後はよく乾燥させることで長持ちします。
　直径22cm。

SK-02
U-NUTS CLUB 写真立て＆地図手ぬぐ
い

匠平工房

　平成22年度グッドデザインぐんま選出。
　上野村の木の実をイメージして作った、はがき
が入る写真たてです。台付きで縦でも横でもおく
ことが出来ます。上野村の地図をかたどった手
ぬぐい付き。

KK-03 ツリー 木まま工房

　大きな鍵は穴に差し込み、小さな鍵はフックに
かけて使用します。アクセサリーかけや、花を活
ける、クリス末リーなど使い方はいろいろです。
　W35×D20×H12cm。

KR-03
ペン立て、しおり、楊枝立て、ストラップ
セット

こるぽっくる
　タモを使って自然の色合いを活かしたペン立
てをはじめ、しおり、ストラップ各１のセットです。

寄付金額１０，０００円以上

上野村ふるさと納税 御礼の品「（７）上野村の木工・工芸作品等」一覧（金額別） 
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HK-02 リースづくり体験（ペア） 花いちもんめ工房

　上野村の工房にお客様のご都合の良い時間
にお越し頂き、リースづくり体験を行います。自
分で作る作品は既製品とは味わいが違います。
　標準体験時間　1時間程度（工房までの交通
費は自己負担）

AN-02 ショルダーバッグ（一点物） あん

　24×22cmのスマホや財布を持ち歩くのに便
利なショルダーバッグ。ひもの一端には金属製
の金具が附いており、アクセントになっています。
　ひもの長さは130cm。

AN-03 ミニバッグ（一点物） あん
　スマホや鍵、財布を持ち歩くのに便利。
　14×14cm。
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

IH-02 内反椀 今井挽物工芸社

　群馬県ふるさと伝統工芸士の今井正高氏が
製造。国産欅使用。漆仕上げ。
　スプーンで食べやすいよう内反りになっている
（内側に傾斜した）椀です。

IH-03 湯飲み 今井挽物工芸社

群馬県ふるさと伝統工芸士の今井正高氏が
製造。国産欅使用。漆仕上げ。
　暖かい物は暖かく、冷たい物は冷たさを保つ湯
飲みです。

IH-04 椀 今井挽物工芸社

群馬県ふるさと伝統工芸士の今井正高氏が
製造。国産欅使用。漆仕上げ。

人気で製造が追いつかず、入手まで半年待ち
というお椀。手にフィットする感覚がたまらない。

YB-02 香入れ【ペンダントタイプ】 大和美術工芸

　平成19年度グッドデザインぐんまクラフト部門
匠賞受賞。虎斑竹使用。
　お香を入れて持ち歩くことができます。ストラッ
プとしてもアクセントになります。

寄付金額２０，０００円以上
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SK-04 カッティングボード 匠平工房
　右利きの人でも左利きの人でも使いやすいよう
に持ち手を作り、丈夫に仕上げたまな板です。
　包丁あたりがスムーズです。

KK-01 つみきセット（25ピース） 木まま工房

　収納箱もタイヤがついてひっぱって遊べるよう
になっています。小さなお子様が遊んでも飲み
込めないサイズ（最小3cm角）です。
　W30×D25×H13cm。

KR-02 ダストボックス こるぽっくる
　使い勝手の良い、タモ材を使用したゴミ箱。
　W19×D19×H42cm。

HK-01 リース（カスタムメイド） 花いちもんめ工房

　約30cmのリースをお客様の御希望に合わせ
制作致します。色味などの希望をもとに、その時
期のお花で作成致しますので何ができるかは届
いてからのお楽しみ。
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SP-01 工房見学（ペア） 上野村商工会

　上野村商工会会員で手仕事の工房2カ所をご
案内致します。お客様のご都合の良い時間にお
越し頂きます。
　見学時間　…　1工房あたり30分程度（上野
村までの交通費は自己負担）。

YS-04 草木染め体験（昼食付き） 紬樹の雫

　上野村の工房にお客様のご都合の良い日に
お越し頂き、ストールの草木染め体験を行いま
す。お客様の希望色に合わせて植物を選定しま
す。
　標準体験時間10:00～16:00（工房までの交
通費は自己負担）

AN-01 まちありショルダーバッグ（一点物） あん

　25×24cmのショルダーバッグ。マチがあります
ので、いろいろな物を入れてお使い頂けます。
　内ポケットには表地と同じ素材を使いわかりや
すくしています。ひもは調整できます。

―　5　―



作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

YB-01

香入れ【帯下げタイプ】

※返礼品は写真の内いずれか一品とな
ります。

大和美術工芸

　平成19年度グッドデザインぐんまクラフト部門
匠賞受賞。虎斑竹使用。
　お香を入れて持ち歩くことができます。ストラッ
プとしてもアクセントになります。ひも色は緑か黄
色が選べます。

KK-02

つみきセット（50ピース）

※写真は２セット分です。
　返礼品は１セット分となります。

木まま工房

　収納箱もタイヤがついてひっぱって遊べるよう
になっています。小さなお子様が遊んでも飲み
込めないサイズ（最小3cm角）です。たっぷり遊
べます。大きなピースから簡単に収納できます。
　W30×D25×H18cm。

KK-04 アニマルチェア　肘無し 木まま工房

　第1回グッドデザインぐんま大賞受賞。ブナ材
を使いオイルを使って仕上げた子供用の椅子。
大人が座っても十分な強度があります。
　W32×D26×H18.5cm(座面まで)

YS-02 草木染め大判ストール（一点物） 紬樹の雫

　絹製。左から黄色は小鮒草、オレンジ色は小
鮒草、淡いグレーは五倍子、濃いグレーは五倍
子、緑色は小鮒草で染めたストール。
　70×180cm。

YS-03 草木染めストール（一点物） 紬樹の雫

　絹製。10月初旬にしか採取することができな
い自家栽培の小鮒草の穂を使い、草木染めで
は珍しい緑色のストールです。
　55×180cm。

寄付金額３０，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

KK-05 アニマルチェア　肘付 木まま工房

　第1回グッドデザインぐんま大賞受賞。小さな
子供が毎日使う物なので手触りも翌見た目もか
わいいと思える動物の背もたれにしています。
　W32×D26×H18.5cm (座面まで)。

KK-06 ネコいす 木まま工房
　ちょっとかわいいと思えるデザインで、玄関先で
靴を履くときにちょっと座れる高さ。
　W32×D26×H35cm (座面まで)。

寄付金額４０，０００円以上

―　7　―



作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

YS-01 手織りストール（一点物） 紬樹の雫
　小鮒草、五倍子、日本茜、藍、シオジで手染
めした絹糸を使用して手織りしたストールです。
　25×170cm。

寄付金額５０，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

AK-02 バスケット 青木工芸

　群馬県ふるさと伝統工芸士の青木岳男氏が
製造。漆で仕上げてありますので丈夫で長持ち
します。
　内寸W29×D12×H16cm。

YB-03

A5サイズブックカバー

※写真左がＡ５、右がＢ５サイズです。
返礼品はＡ５サイズ１点となります。

大和美術工芸

　平成21年度グッドデザインぐんまクラフト部門
匠賞受賞。A5サイズのカバーです。
　8インチのタブレットのカバーとしても使用するこ
とができ、あなたの個性を引き出します。

YB-05 麻乃葉名刺入れ 大和美術工芸

　平成20年度グッドデザインぐんま選出。虎斑
竹使用。
　名刺交換をした時から話が弾むこと間違いな
し。名刺が20枚収納できます。

寄付金額６０，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

YB-04

B5サイズブックカバー

※写真左がＡ５、右がＢ５サイズです。
返礼品はＢ５サイズ１点となります。

大和美術工芸

　平成21年度グッドデザインぐんまクラフト部門
匠賞受賞。B5サイズのカバーです。
　10インチのタブレットのカバーとしても使用する
ことができます。

寄付金額９０，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

IH-01 こね鉢 今井挽物工芸社
　群馬県ふるさと伝統工芸士の今井正高氏が
製造。国産欅使用。
　そばやうどんをこねるのに最適な鉢です。

SK-03 ぐい呑みセット 匠平工房
　貴重な木である上野村産の「しおじ」をはじめと
した素材に、漆を通常の倍以上の塗りを行った
片口とぐい呑み、24cmの8寸角盆のセットです。

SK-05 スツール 匠平工房

　人気のウォルナットを昔ながらのほぞ組で仕上
げた椅子です。座りやすいように座面の丸め方
などを工夫しています。
　Φ35×50cm。

KR-01 ドールハウスセット こるぽっくる
　ブナ材使用。窓付きドールハウスと椅子×4と
テーブルのセット。
　W47×D23×H46cm。

寄付金額１００，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

MK-02 椅子　クルミ（注文家具） 丸山木工房

　お客様のご要望に合わせて特注致します。別
途打ち合わせが必要になります。
　写真はW45×D45×H70cm（SH40）の椅子で
す。

作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

MK-03 ブラックウォールナット（注文家具） 丸山木工房

　お客様のご要望に合わせて特注致します。別
途打ち合わせが必要になります。
　写真はW45×D45×H70cm（SH40）の椅子で
す。

寄付金額２００，０００円以上

寄付金額２５０，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

TT-01 けやきPRO４升臼と杵セット 手づくりつる工芸

　良質な欅を使用。臼職人k.kurosawaが一品
一品丁寧に仕上げた臼。内部は懐の深いミカン
彫り、使いやすさを追求した本格ＰＲＯ仕様。外
部には割れ防止のためウレタン塗装しています。
　Φ47～50cm×48㎝。

TT-02 山ぶどう蔓バッグ 手づくりつる工芸
　国産山ぶどう蔓を職人による吉祥編み。中は
柿渋染。
　W35×D12×H27cm。

寄付金額３００，０００円以上

―　13　―



作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

SK-01 テーブル（一点物） 匠平工房
　平成20年度グッドデザインぐんま選出。中央に
ガラスをはめたデザインのテーブルです。
　W90×D60×H70cm。

TT-03 山ぶどう蔓バッグ 手づくりつる工芸
　国産山ぶどう蔓の一番皮を使い3ミリで仕上げ
る。中は柿渋染。
　W27×D12×H26cm

TT-04 山ぶどう蔓バッグ 手づくりつる工芸
　国産山ぶどう蔓を職人による六角花編み。中
は柿渋染。
　W32×D12×H27cm。

寄付金額３５０，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

TT-05 山ぶどう蔓バッグ 手づくりつる工芸
　国産山ぶどう蔓の一番皮を使用。中は柿渋
染。和装におすすめ。
　W32×D10×H27cm。

寄付金額５００，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

AK-01 鉄線編拭漆盛器 青木工芸
　群馬県ふるさと伝統工芸士の青木岳男氏が
製造。直径37cmの盛籠。果物などを乗せてお
使いください。

寄付金額８００，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

MK-01 サイドボード（注文家具） 丸山木工房

　お客様のご要望に合わせて家具を特注致しま
す。別途打ち合わせが必要になります。
　写真はW140×D80×H40cmのサイドボードで
す。

寄付金額８５０，０００円以上
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作品写真
作品
コード

作品名 作者 説明

YB-06 小机麻乃葉揃（一点物） 大和美術工芸

　真竹、楢材を使用した机と椅子。「ぎりぎりまで
削ぎ落とし端正さの中に強靭さを求めて」が今
作品のテーマでもありました。
　机W93×D43×H71cm。
　椅子W34×D30×H49㎝。

寄付金額３，０００，０００円以上
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