
ここふるショップ通信販売商品カタログ

★ご注文いただいた商品について、売り切れの場合もございます。ご了承ください。

①大野城心のふるさと館特別展関連グッズ

令和３年度冬季特別展
『アーブル美術館展』
ポストカード（フェルメール）

令和３年度冬季特別展
『アーブル美術館展』
ポストカード（ゴッホ）

第1回特別展図録
『顔　THE FACE～それぞれの「顔」が語りかけ
る「過去」「現在」そして「未来」～』

価格： 税込250円　 価格： 税込250円　 価格： 税込300円　

親子アートユニット『アーブル美術館』が製作し
た作品のポストカードです。１枚入り。

親子アートユニット『アーブル美術館』が製作し
た作品のポストカードです。１枚入り。

平成30年７月21日（土）～10月21日（日）開催
21cm×29.6cm
26ページ

サイズ：14.7cm×10cm サイズ：14.7cm×10cm 発行：平成30年７月

第2回特別展図録
『再々発見！古代山城と水城・大野城』

第3回特別展図録
『古墳　王の輝き』

第4回特別展図録
『TOYS EXPO』

価格： 税込300円 価格：　税込300円 価格： 税込300円

平成30年11月17日（土）～平成31年１月14日
（月・祝）開催
21cm×29.6cm
57ページ

平成31年４月27日（土）～令和元年６月23日
（日）開催
21cm×29.6cm
44ページ

令和元年７月20日（土）～９月１日（日）開催
21cm×21cm
34ページ

発行：平成30年11月 発行：平成31年４月 発行：令和元年７月

令和3年度春季特別展図録
『歴史教科書でみる考古名品』

はにわノート（グリーン） はにわノート（ピンク）

価格：税込300円 価格： 税込360円 価格： 税込360円

令和３年４月29日（木）～６月20日（日）開催
21cm×25.5cm
56ページ

可愛いはにわモチーフのノート。
気軽に持ち運びやすいサイズです。

可愛いはにわモチーフのノート。
気軽に持ち運びやすいサイズです。

発行：令和３年４月 サイズ：14.5cm×8.5cm(100ページ) サイズ：14.5cm×8.5cm（100ページ)
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はにわマスキングテープ

価格： 税込300円

可愛いはにわモチーフのマスキングテープで
す。
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②大野城心のふるさと館オリジナルグッズ

日本遺産広域型認定記念
手ぬぐい

お箸セット
箸袋（きなり）、箸・天そげ部（イエロー）

お箸セット
箸袋（ワイン）、箸・天そげ部（ピンク）

価格： 税込500円 価格： 税込1,200円 価格： 税込1,200円

令和2年に、日本遺産構成文化財として市内6
つの史跡等が認定を受けました。これを記念し
た、イラスト入りのオリジナル手ぬぐいです！

天然木のお箸と綿 帆布を使用した箸袋のセッ
トです！大野ジョーイラスト入り。

天然木のお箸と綿 帆布を使用した箸袋のセッ
トです！大野ジョーイラスト入り。

サイズ：89cm×35cm
箸本体：長さ23cm
袋収納時：23.5cm×4cm

箸本体：長さ23cm
袋収納時：23.5cm×4cm

お箸
天そげ部（イエロー）

お箸
天そげ部（ピンク）

大野城心のふるさと館ポロシャツ
（ホワイト）

価格： 税込700円 価格： 税込700円 価格： 税込1,200円

天然木のお箸です。天そげ部に大野ジョーイラ
スト入り。

天然木のお箸です。天そげ部に大野ジョーイラ
スト入り。

ロゴマークや大野ジョーくんがプリントされたポ
ロシャツです！サイズも豊富にご用意していま
す。
購入時は必ずサイズをご指定ください。

長さ：23cm 長さ：23cm サイズ（男女兼用）：SS・S・M・L・LL・3L

大野城心のふるさと館ポロシャツ
（ネイビー）

価格： 税込1,200円

ロゴマークや大野ジョーくんがプリントされたポ
ロシャツです！サイズも豊富にご用意していま
す。
購入時は必ずサイズをご指定ください。

サイズ（男女兼用）：SS・S・M・L・LL・3L

残りわずか

残りわずか
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大野城心のふるさと館ポロシャツ
（ピンク）

大野城心のふるさと館
開館記念ポロシャツ（ネイビー）

大野城心のふるさと館
開館記念ポロシャツ（ピンク）

価格： 税込1,200円 価格：税込1,200円 価格：税込1,200円

ロゴマークや大野ジョーくんがプリントされたポ
ロシャツです！サイズも豊富にご用意していま
す。
購入時は必ずサイズをご指定ください。

大野城心のふるさと館の開館を記念して2018
年に作られた、限定デザインのポロシャツで
す。
購入時は必ずサイズをご指定ください。

大野城心のふるさと館の開館を記念して2018
年に作られた、限定デザインのポロシャツで
す。
購入時は必ずサイズをご指定ください。

サイズ（男女兼用）：SS・S・M・L・LL・3L サイズ（男女兼用）：SS・S・M・L・LL・3L サイズ（男女兼用）：SS・S・M・L・LL・3L

タオルハンカチ（白） タオルハンカチ（茶） ジョーフィギュア

価格： 税込220円 価格： 税込220円 価格： 税込400円

大人も使いやすい落ち着いたデザインのタオ
ルハンカチです。

大人も使いやすい落ち着いたデザインのタオ
ルハンカチです。

大野城市公式ＰＲキャラクター「大野ジョー」の
フィギュア。
手のひらサイズでとっても可愛いです！

高さ：5.6cm、台座直径：3.5cm

付箋 シャープペン（青） シャープペン（ピンク）

価格： 税込200円 価格： 400円 価格： 税込400円

5色の付箋がセットになっています。
大野城心のふるさと館ロゴ入り。

人気のクルトガでとても書きやすいシャープペ
ンです。大野城心のふるさと館ロゴ入り。

人気のクルトガでとても書きやすいシャープペ
ンです。大野城心のふるさと館ロゴ入り。

本体サイズ：９cm×８cm

残りわずか残りわずか 残りわずか 残りわずか
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多色ボールペン（黒） 多色ボールペン（ピンク） 鉛筆（１本）

価格： 税込400円 価格： 税込400円 価格： 税込70円

赤・黒・青の3色ボールペンです。
大野城心のふるさと館ロゴ入り。

赤・黒・青の3色ボールペンです。
大野城心のふるさと館ロゴ入り。

大野ジョーと大野城跡の石垣がデザインされた
可愛い鉛筆（HB)です。

色鉛筆（ピンク） 色鉛筆（緑） 色鉛筆（青）

価格： 税込200円 価格： 税込200円 価格： 税込200円

持ち運びに便利なミニサイズ６色入りの色鉛筆
です。大野城心のふるさと館ロゴ入り。

持ち運びに便利なミニサイズ６色入りの色鉛筆
です。大野城心のふるさと館ロゴ入り。

持ち運びに便利なミニサイズ６色入りの色鉛筆
です。大野城心のふるさと館ロゴ入り。

サイズ：長さ10.5cm、直径2.5cm（ケース収納
時）

サイズ：長さ10.5cm、直径2.5cm（ケース収納
時）

サイズ：長さ10.5cm、直径2.5cm（ケース収納
時）

リングファイル A5リングノート（青） A5リングノート（赤）

価格： 税込1,100円 価格： 税込200円 価格： 税込200円

厚みのあるしっかりとした表紙で、高級感があ
ります。大野城跡の石垣をモチーフにしたデザ
インです。

持ち歩きやすいＡ５サイズのリングノートです。
大野城心のふるさと館ロゴ入り。

持ち歩きやすいＡ５サイズのリングノートです。
大野城心のふるさと館ロゴ入り。

サイズ：A4 ページ数：60ページ ページ数：60ページ

おもて
うら
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人面墨書土器風茶碗 トートバッグ マスキングテープ（白）

価格： 税込1,100円 価格： 税込570円 価格： 税込280円

大野城市指定文化財「人面墨書土器」をモデ
ルに作ったお茶碗です。
見れば見るほど可愛くなってくる…?!

毎日のお出かけに使いやすいデザイン。
A４サイズもらくらく入ります。

オリジナルデザインのマスキングテープです。
※白と茶で絵柄が異なります。

サイズ：11.3cm×11.3cm×6.3cm 収納部分：35cm×33cm×まち9cm

マスキングテープ（茶） お名前シール ここふる勾玉キット

価格： 税込280円 価格：税込100円 価格： 税込200円

オリジナルデザインのマスキングテープです。
※白と茶で絵柄が異なります。

歴史好きにはたまらない、心のふるさと館オリ
ジナルデザインのお名前シールです。

おうちで簡単に勾玉づくりに挑戦していただけ
るキットです。
できあがった勾玉はひもに通してネックレスに
できます！

詳細：１シート入（1.5cm×7cmのシール５枚セッ
ト）

所要時間：40分～１時間

ここふる勾玉キット（ビーズ入り） 呪符木簡ばんそうこう（たて） 呪符木簡ばんそうこう（よこ）

価格： 税込300円 価格： 税込170円 価格： 税込170円

おうちで簡単に勾玉づくりに挑戦していただけ
るキットです。
できあがった勾玉はビーズと一緒にひもに通し
てネックレスにできます！

牛頸本堂遺跡第七次調査の際に出土した呪符
木簡をイメージした絆創膏です。
書かれている文は厄払いを意味し、「早く直っ
てほしい」という願いがこめられています。

牛頸本堂遺跡第七次調査の際に出土した呪符
木簡をイメージした絆創膏です。
書かれている文は厄払いを意味し、「早く直っ
てほしい」という願いがこめられています。

所要時間：40分～１時間 ３枚入り ３枚入り
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エコバッグ（ベージュ） エコバッグ（ダークレッド） オリジナルマスク　人面墨書土器（赤）

価格： 税込550円 価格： 税込550円 価格： 税込350円

人面墨書土器や貨布など、大野城市ならでは
の文化財がデザインされたエコバッグです。
洗濯機で洗うこともでき、ゴムバンドつきで持ち
運びにも便利です。

人面墨書土器や貨布など、大野城市ならでは
の文化財がデザインされたエコバッグです。
洗濯機で洗うこともでき、ゴムバンドつきで持ち
運びにも便利です。

大野城市の指定有形文化財「人面墨書土器」
のロゴがワンポイントでプリントされています。
シンプルで普段使いしやすいデザインの布マス
クです。

収納部分：25cm×45cm×まち19.5cm 収納部分：25cm×45cm×まち19.5cm サイズ：大人用サイズのみ

オリジナルマスク　人面墨書土器（青） 抗菌コンパクトマスクケース（白） 抗菌コンパクトマスクケース（黒）

価格： 税込350円 価格：税込250円 価格： 税込250円

大野城市の指定有形文化財「人面墨書土器」
のロゴがワンポイントでプリントされています。
シンプルで普段使いしやすいデザインの布マス
クです。

人面墨書土器や貨布など、大野城市ならでは
の文化財がデザインされた抗菌マスクケース
です。
マスクを半分に折って収納できるサイズで、持
ち運びに最適です。

人面墨書土器や貨布など、大野城市ならでは
の文化財がデザインされた抗菌マスクケース
です。
マスクを半分に折って収納できるサイズで、持
ち運びに最適です。

サイズ：大人用サイズのみ サイズ：12.5cm×8.5cm×1.5cm サイズ：12.5cm×8.5cm×1.5cm

ミニタオル　人面墨書土器（白） クリアファイル（須恵器・土師器） クリアファイル（三累環頭柄頭・玉類）

価格： 税込400円 価格：税込180円 価格：税込180円

大野城市の指定有形文化財「人面墨書土器」
のロゴがワンポイント刺繍された抗菌ミニタオ
ルです。
使いやすいサイズで、自分用にもお土産用にも
ぴったりです。

大野城市の文化財の写真がプリントされた館
オリジナルのクリアファイルです。

大野城市の文化財の写真がプリントされた館
オリジナルのクリアファイルです。

サイズ：25cm×25cm サイズ：A4 サイズ：A4
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防災ボトルホルダー ショルダーボトルホルダー 大判ハンカチ

価格：税込580円 価格：税込360円 価格：税込520円

懐中電灯、アルミブランケット、笛、カラビナ、大
野ジョー くんのイラスト入りのウォーターボトル
がセットになった防災グッズです。

大野ジョー くんと大野城モチーフのイラストが
入った、ショルダータイプのボトルホルダーで
す。
赤、青、緑、ベージュの４種類。

大野ジョーとまどかちゃんがプリントされた大判
サイズのハンカチです。
ラベンダーと茶色の２種類。

サイズ：φ73×18.5ｃm サイズ：13ｃｍ×10.5ｃｍ サイズ：53ｃｍ×53ｃｍ

木製ブックマーク ラージレジャーマット（オレンジ） ラージレジャーマット（グリーン）

価格：税込590円 価格：税込1,080円 価格：税込1,080円

指定文化財「貨布」をかたどった木製ブックマー
クです。

大野ジョーの友達「ヤマジロウ」と心のふるさと
館ロゴマークが入ったラージレジャーマットで
す。

大野ジョーの友達「ヤマジロウ」と心のふるさと
館ロゴマークが入ったラージレジャーマットで
す。

サイズ：9.5ｃｍ×3.5ｃｍ
サイズ：使用時：W1750×H1300mm
　　　　　収納時：W280×H230×D130㎜

サイズ：使用時：W1750×H1300mm
　　　　　収納時：W280×H230×D130㎜

刺繍缶バッジ ポストカード（人面墨書土器） ポストカード（土馬）

価格：税込450円 価格：税込100円 価格：税込100円

大野城市の指定文化財「人面墨書土器」の刺
繍缶バッジです。

大野城市の文化財がプリントされたポストカー
ドです。

大野城市の文化財がプリントされたポストカー
ドです。
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ポストカード（須恵器・土師器） ポストカード（玉類・三累環大刀柄頭）

価格：税込100円 価格：税込100円

大野城市の文化財がプリントされたポストカー
ドです。

大野城市の文化財がプリントされたポストカー
ドです。
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③大野ジョー・まどかちゃんグッズ

大野ジョーステッカー 大野ジョー缶バッチ（１個） 大野ジョークリアファイル

価格：税込50円 価格：税込100円 価格：税込150円

大野ジョーの可愛いステッカーです（１枚）。
デザインを指定することはできません。
写真とデザインが異なる可能性があります。

A４サイズのクリアファイルです。

大野ジョーノート 大野ジョーポストカード（１枚） 大野ジョーポストカード（５枚セット）

価格：税込190円 価格：税込100円 価格：税込400円

A４サイズのノートです。
ポストカード１枚です。
デザインを指定することはできません。

ポストカード５枚セットです。
デザインを指定することはできません。

ページ数：60ページ

大野ジョーシャープペン 大野ジョーボールペン 大野ジョーシャーボセット

価格：税込200円 価格：税込200円 価格：税込370円

大野ジョーデザインのシャープペンです。 大野ジョーデザインのボールペンです。
シャープペンとボールペンのお得なセットです。

おもて

うら

おもて うら
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大野ジョーストラップ 大野ジョーフェイスタオル 大野ジョーかるた

価格：税込360円 価格：税込250円 価格：税込1,400円

小さな大野ジョーのフィギュアがついたストラッ
プです。

大野ジョーデザインのフェイスタオルです。 大野ジョーのイラストいっぱいのかるたです。

フィギュア部分：縦3cm×横1.4cm 収納部分：30cm×37cm×まち11cm

まどかちゃん＆大野ジョークリアファイル まどかちゃん＆大野ジョー下じき
まどかちゃん＆大野ジョーポロシャツ
（ONE TEAM、ホワイト）

価格：税込150円 価格：税込300円 価格：税込1,200円

A４サイズ、まどかちゃん＆大野ジョーコラボデ
ザインのクリアファイルです。

まどかちゃん＆大野ジョーのコラボデザインの
下じきです。

まどかちゃん＆大野ジョーコラボデザインのポ
ロシャツです。
購入時は必ずサイズをご指定ください。

サイズ（男女兼用）：S・M

大野ジョーTシャツ（ライトブルー） 大野ジョーTシャツ（白） 大野ジョーTシャツ（スミ）

価格：税込1,500円 価格：税込1,500円 価格：税込1,500円

大野ジョーのアメコミ風Tシャツです。
購入時は必ずサイズをご指定ください。

大野ジョーのアメコミ風Tシャツです。
購入時は必ずサイズをご指定ください。

大野ジョーのアメコミ風Tシャツです。
購入時は必ずサイズをご指定ください。

サイズ（男女兼用）：S・M・L サイズ（男女兼用）：S・M・L サイズ（男女兼用）：S・M・L

おもて

うら

おもて

うら

おもておもて うら おもて

うら
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④50周年記念グッズ

50周年記念マスク（ネイビー） 50周年記念マスク（ホワイト） 50周年記念ステッカー

価格：税込400円 価格：税込400円 価格：税込50円

大野城市市制50周年を記念して作られたマス
クです。

大野城市市制50周年を記念して作られたマス
クです。

大野城市市制50周年を記念して作られたス
テッカーです。（１枚）

50周年記念缶バッジ（紅白） 50周年記念缶バッジ（虹）

価格：税込100円 価格：税込100円

大野城市市制50周年を記念して作られた缶
バッジです。

大野城市市制50周年を記念して作られた缶
バッジです。

【 問い合わせ先 】

ここふるショップ実行委員会事務局（大野城心のふるさと館内）

TEL 092-558-5000 FAX 092-558-2207

MAIL cfshop@city.onojo.fukuoka.jp

おもて

うら

おもて

うら
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