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【A-46】明宝レディースセット

10,000円

岐阜県産トマト100％使用。明宝レ
ディースが手掛ける、岐阜県産トマ
ト100％使用した人気商品の詰合せ
セットです。明宝トマトケチャップ
300g×2、明宝とまとジャム170g×1
、ケチャドレ150ml×2【商品提供先
：岐阜髙島屋】

【A-47】郡上みそ贈答セット

10,000円

郡上みそ発祥の蔵元。代々受け継が
れる昔ながらの製法で醸造された郡
上みそは時代に流されない思い出の
味です。郡上みそ1kg×2、郡上たま
りペット500ml×2、地たまりペット
500ml×1【商品提供先：岐阜髙島屋
】

【A-48】母情　大吟醸

10,000円

上品な香りと、淡麗でなめらかな味
わい。冷やして飲むと、更に旨味が
際立てます。720ml【商品提供先：
岐阜髙島屋】

【A-55】母情　純米吟醸

15,000円

奥長良川の清んだ弱軟水の地下水を
仕込み水として、日本酒の純粋な旨
さを感じられる、芳醇なやや辛口の
味わい。1.8L【商品提供先：岐阜髙
島屋】

【B-29】母情　大吟醸

20,000円

上品な香りと、淡麗でなめらかな味
わい。冷やして飲むと、更に旨味が
際立てます。1.8L【商品提供先：岐
阜髙島屋】

【A-50】明宝ハム・ソーセージの3
本詰合せ

10,000円

岐阜県民の大好きな明宝ハムは、良
質な国産豚肉のみを使用し、ほとん
どの工程を手作業で一本一本丁寧に
作っています。おなじみの明宝ハム
(360g×2)と、ピリッとした味わい
のポークソーセージ(300g×1)の詰
合せです。【商品提供先：岐阜髙島
屋】

【B-26】明宝ハム5本セット

20,000円

作り始めて半世紀。当時とかわらぬ
本物の味。素朴さ守るハムの味、明
宝ハムは、昔ながらの製法にこだわ
り、どこか懐かしさを感じさせるシ
ンプルな味付けを守って作り続けて
います。【商品提供先：岐阜髙島屋
】

【A-51】めいほう鶏ちゃん＆明宝フ
ランクフルトセット

10,000円

大人気のめいほう鶏ちゃんと明宝フ
ランクフルトです。郡上市明宝地域
の郷土料理、鶏ちゃんの醤油味(300
g)と、地元「郡上みそ味」(300g)に
、プリッとしてボリューム満点の明
宝フランクフルト5本を詰合せまし
た。【商品提供先：岐阜髙島屋】

【A-53】明宝ハム・トマトケチャッ
プの3本詰合せ

15,000円

明宝を代表するハムとトマトケチャ
ップです。熟練の職人たちにより、
昔ながらの製法で作り続けている明
宝ハム(360g×2)と、明宝のおっか
さんによる岐阜県産トマトだけ作っ
たトマトケチャップ(300g)の詰合せ
です。【商品提供先：岐阜髙島屋】

【A-54】明宝トマトケチャップ5本
詰合せ

15,000円

岐阜県産トマト100％使用。トマト
の選別・洗い・煮込み・瓶詰めまで
すべて女性の手作業で作られたトマ
トケチャップ(300g×5)です。添加
物を一切使用していないためトマト
の風味がそのまま伝わってきます。
【商品提供先：岐阜髙島屋】

【B-27】飛騨牛モモ
すき焼き・しゃぶしゃぶ用

20,000円

幻想的な美しさの中叙情深い心にあ
ふれた人々により丹念に育てられた
飛騨牛。美しい霜降りと、口の中で
とろける和牛の味です。400g【商品
提供先：岐阜髙島屋】

【B-30】飛騨牛肩ロース　焼肉用

25,000円

幻想的な美しさの中叙情深い心にあ
ふれた人々により丹念に育てられた
飛騨牛。美しい霜降りと、口の中で
とろける和牛の味です。400g【商品
提供先：岐阜髙島屋】
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【C-19】飛騨牛ロース
すき焼き・しゃぶしゃぶ用

30,000円

幻想的な美しさの中叙情深い心にあ
ふれた人々により丹念に育てられた
飛騨牛。美しい霜降りと、口の中で
とろける和牛の味です。400g【商品
提供先：岐阜髙島屋】

【D-19】飛騨牛ステーキ

50,000円

幻想的な美しさの中叙情深い心にあ
ふれた人々により丹念に育てられた
飛騨牛。美しい霜降りと、口の中で
とろける和牛の味です。飛騨牛ステ
ーキ3枚(600g)【商品提供先：岐阜
髙島屋】

【A-52】郡上産お茶と苺のプリン8
個セット

15,000円

郡上産のほうじ茶と西尾の抹茶ゼリ
ーの2層ぷりん4個と、ひるがの苺を
贅沢に使った濃厚なプリン4個です
。どちらもひるがの牛乳を使用して
います。【商品提供先：岐阜髙島屋
】

【A-49】なまぷ6個セット

10,000円

ひるがの牛乳と北海道産生クリーム
をたっぷり使った濃厚で滑らかなプ
リンです。(120g×6)【商品提供先
：岐阜髙島屋】

【B-28】なまぷ12個セット

20,000円

ひるがの牛乳と北海道産生クリーム
をたっぷり使った濃厚で滑らかなプ
リンです。(120g×12)【商品提供先
：岐阜髙島屋】

【A-56】心屋郡八ぷりん6個セット

10,000円

岐阜県郡上市八幡町の城下町にある
料理屋、心屋郡八が一つ一つ心を込
めて作った無添加のプリンです。田
中茶舗謹製極上ほうじ茶を贅沢に使
用したほうじ茶プリン3個と母袋工
房謹製母袋豆腐を使用した豆腐プリ
ン3個のセットです。

【A-57】心屋郡八ぷりん10個セット

15,000円

岐阜県郡上市八幡町の城下町にある
料理屋、心屋郡八が一つ一つ心を込
めて作った無添加のプリンです。田
中茶舗謹製極上ほうじ茶を贅沢に使
用したほうじ茶プリン5個と母袋工
房謹製母袋豆腐を使用した豆腐プリ
ン5個のセットです。

【A-58】けいちゃんカンパニー鶏ち
ゃん＆フランクセット

10,000円

郡上のソウルフード・けいちゃんと
、けいちゃんのフランクフルトソー
セージです。鶏ちゃんフランクセッ
ト5本入り、明宝フランク5本入り、
郡上けいちゃん【特選若】、郡上け
いちゃん【ひね】

【A-59】けいちゃんカンパニー鶏ち
ゃんセット

15,000円

郡上のソウルフード・けいちゃんと
、けいちゃんのフランクフルトソー
セージです。鶏ちゃんフランクセッ
ト　5本入り×2、郡上けいちゃん【
特選若】×2、郡上けいちゃん【ひ
ね】×2

【A-40】KATOMOKU曲げわっぱ掛け時
計

10,000円

「時間を伝える」という時計の原点
に帰り、シンプルで見やすく、木目
が美しいシナの曲げわっぱを使いど
こまでもクリーンなデザイン。2枚
のベニヤ板を丸く接着・成型する、
「曲げわっぱ」の技法が用いられて
います。

【A-41】KATOMOKU少し小さな木枠時
計

10,000円

少し小さなこの時計。空間を邪魔せ
ず、さりげなく、時間を知らせてく
れる時計になりました。文字盤デザ
インを簡素化することにより、小さ
くても時間を一目で判断できるよう
になっています。

【A-42】KATOMOKU木製カバー朱肉・
捺印マットセット

15,000円

ウォールナットを使用した「KATOMO
KU木製カバー朱肉」、無垢材の一枚
板にマット部分には天然皮革を使っ
た「KATOMOKU捺印マット」のセット
です。
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【A-43】KATOMOKUシンプルな木枠電
波時計

15,000円

シンプルな時計ってどんなんだろう
か？シンプルな時計について、深く
深く考え、追求しました。

【B-25】KATOMOKUホワイトアッシュ
の無垢材の木枠電波時計

20,000円

針の形状に拘っています。尾っぽを
長くし、細く長くくびれた針を作り
ました。文字はどこまでもシンプル
に、枠にはホワイトアッシュを使い
、はっきりとした表情が伺えます。
どんな部屋にもぴったしな時計です
。

【C-16】KATOMOKU曲げわっぱSKP電
波時計

30,000円

「時間を伝える」という時計の原点
に帰り、シンプルで見やすく、木目
が美しいシナの曲げわっぱを使いど
こまでもクリーンなデザイン。2枚
のベニヤ板を丸く接着・成型する、
「曲げわっぱ」の技法が用いられて
います。

【C-17】KATOMOKUウォールナットの
無垢材の木枠SKP電波時計

40,000円

細く長くくびれた針を使い、文字は
どこから見ても伝わるようダイナミ
ックに、枠には高級材ウォールナッ
トを使い、深み・高級感を出してい
ます。連続秒針で使うムーブメント
により、限りなく静かです。※SKP
はセイコークロックの登録商標です
。

【S-4】KATOMOKU曲げわっぱ水槽

150,000円

「曲げわっぱ」の技術で水槽を作り
ました。外観は流れるようなシナの
木目が、そして正面からは、何重に
も重ねられたPlywoodが美しく表現
されております。壁面の空気の層に
より、銀の世界で優雅に泳ぐ魚の鑑
賞を楽しむことができます。

【A-2】郡上特選ハムA

15,000円

郡上市を代表するおみやげ、プレス
ハムのセットです。明宝ハム、明方
ハム、醤油フランク

【B-1】郡上特選ハムB

20,000円

郡上市を代表するおみやげ、プレス
ハムのセットです。明宝ハム、明方
ハム、醤油フランク、明宝ケチャッ
プ、明宝ボロニアソーセージ

【C-1】郡上特選ハムC★

30,000円

郡上市を代表するおみやげ、プレス
ハムのセットです。明宝ハム×2本
、明方ハム×2本、醤油フランク、
明宝スモークソーセージ、明宝ケチ
ャップ、明宝ボロニアソーセージ

【D-3】特産品詰合せ(ハムセット)
★

50,000円

郡上市のプレスハムのセットです。
明宝ハム、明方ハム、明方ヘルシー
ポークハム、明宝瑞宝ハム、醤油フ
ランク、明宝スモークドハム、明方
ボロニアソーセージ、明宝パセリソ
ーセージ、明方ウインナーあらびき
、明宝ケチャップ

【A-29】明宝ハム・ソーセージの3
本詰合せ

10,000円

郡上市名産・明宝ハムのセットです
。明宝ハム、GJ8マンハム、ポーク
ソーセージ

【A-30】明宝ハム・ソーセージの5
本詰合せ

15,000円

郡上市名産・明宝ハムのセットです
。明宝ハム、GJ8マンハム、ポーク
ソーセージ、スモークソーセージ、
パセリソーセージ

【A-8】郡上割り箸（100膳）

15,000円

岐阜県郡上市産の杉を使った純国産
の割り箸セットです。杉が本来もつ
色味や、とても良い香りがすること
も大きな特徴です。５０膳入り２箱
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【B-6】郡上八幡の立体四目並べ（
郡上の木のおもちゃ）★

20,000円

同じ色の玉を並べるだけの、単純な
がら奥深いゲーム。タテ・ヨコ・ナ
ナメ、どこかに４つ同じ色が並んだ
ら勝ち。脳が、いつもと違う部分を
使っている感じがする立体思考ゲー
ムです。

【B-7】郡上八幡のもじ積み木（郡
上の木のおもちゃ）★

20,000円

あいうえおの文字（ひらがな・カタ
カナ・ローマ字）と絵柄（日本語名
・英語名）の入った積み木。イラス
トは郡上八幡で子育て中のママが描
きました。色彩が豊かで、思わず手
に取りたくなるようなやさしいデザ
インです。

【D-12】まあるいつみきmini（郡上
の木のおもちゃ）★

50,000円

積んで握って16樹種を体感。16種類
の木が河原の石ころのような積み木
になりました。ひとつひとつに木の
もととなった樹種の葉や木の実をデ
ザインしたイラストが焼印されてい
ます。

【D-13】仲良しパズル（郡上の木の
おもちゃ）★

50,000円

ペンギンやゾウ、キリンなどたくさ
んの動物たちが仲良く遊ぶ作品です
。動物を木の枠から取り出して、パ
ズルとしてお楽しみいただけます。
そのまま飾っても、可愛らしいです
ね。

【D-14】郡上八幡のグラデーション
積み木（郡上の木のおもちゃ）★

50,000円

色鮮やかな【12色+1色（無塗装）】
の積み木。お子様の色彩感覚を伸ば
します。手先を使うことで脳や指先
の感覚を育てる知育玩具としてオス
スメ！年齢やお子様に合わせて遊び
方自由自在、無限に広がる想像力を
養います。

【D-15】コルクのつみき（郡上の木
のおもちゃ）★

50,000円

郡上八幡で製造されたコルクの玩具
をお届けします。コルクの積み木は
軽くて手触りも良く、角があたって
も痛くない。安全性が高く小さなお
子様にも最適です。

【A-6】鶏ちゃんセットA

10,000円

郡上のソウルフード・鶏ちゃんの詰
め合わせです。郡上大和の鶏ちゃん
（若鶏）、郡上大和の鶏ちゃん（ピ
リ辛）、牧歌の里鶏ちゃん(ごまみ
そ風味)、牧歌鶏ちゃん(塩バジル風
味)

【B-5】鶏ちゃんセットB★

20,000円

郡上のソウルフード・鶏ちゃんの詰
め合わせです。郡上大和の鶏ちゃん
（若鶏）、郡上大和の鶏ちゃん（ピ
リ辛）、めいほう鶏ちゃん、牧歌の
里鶏ちゃん(塩バジル風味)、丸忠け
ーちゃん地みそ味、フクハチ奥美濃
ケイちゃん、吉田屋のかわきも

【C-7】鶏ちゃんセットC

30,000円

鶏ちゃんの詰め合わせです。郡上大
和の鶏ちゃん若鶏×３、郡上大和の
鶏ちゃんピリ辛×３、めいほう鶏ち
ゃん、牧歌の里鶏ちゃん(塩バジル
風味)、牧歌の里鶏ちゃん(ごまみそ
風味)、丸忠けーちゃん地みそ味、
フクハチ奥美濃鶏ちゃん、吉田屋の
かわきも、ミズホ食品地ものけいち
ゃん（地みそ味）、ミズホ食品塩麹
鶏ちゃん

【A-4】美味御つまみ

10,000円

お酒との相性バッチリな、おつまみ
のセットです。母袋燻り豆腐スライ
ス、カチョカヴァロ（チーズ）、カ
ンコワイヨット（チーズ）

【A-3】郡上の地酒

15,000円

郡上の蔵元が醸した、日本酒のセッ
トです。平野醸造郡上一揆720m、原
酒造花酵母さくら720ml

【B-3】地酒・おつまみセットA

20,000円

郡上の蔵元が醸した、日本酒のセッ
トです。平野醸造郡上一揆720ml、
原酒造花酵母さくら720ml、郡上八
幡麦酒こぼこぼペールエール330ml
、母袋燻り豆腐スライス
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