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岐阜県　郡上市

【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
。

【C-31】KATOMOKU
オークの木枠SKP電波時計

40,000円

森の王様ｵｰｸを木枠に使用した掛け
時計です。硬質で重厚感のある木目
と色は、経年変化でより味わい深い
表情となっていきます。ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄは
、SKP電波ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ。※SKPは、ｾｲｺｰｸ
ﾛｯｸの登録商標です。国内ﾒｰｶｰのﾑｰﾌ
ﾞﾒﾝﾄです。

【C-32】KATOMOKU
ヒノキの木枠SKP電波時計

40,000円

古くから日本に馴染みのあるﾋﾉｷを
木枠に使用した掛け時計です。ﾋﾉｷ
は岐阜県産の木材を使用しました。
表面は光沢のある美しい木肌です。
ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄは、SKP電波ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ。※SKP
は、ｾｲｺｰｸﾛｯｸの登録商標です。国内
ﾒｰｶｰのﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄです。

【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。

【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-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。

【C-27】まあるいつみきmini（郡上
の木のおもちゃ）

30,000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。

【A-75】郡上八幡の立体四目並べ（
郡上の木のおもちゃ）

15,000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。

【C-28】仲良しパズル（郡上の木の
おもちゃ）

40,000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-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-78】浅型ポット＆プレート
3サイズ6点セット

10,000円

花や緑がそこにあるだけで、心が癒
されるガーデニングライフ。軽くて
耐久性に優れ、資源の節約や有効利
用にもつながる地球にやさしい植木
鉢です。ナチュラル・ネイビー・ホ
ワイトの3色からお選びください。

【A-79】ハンギングポット
3個セット

10,000円

花や緑がそこにあるだけで、心が癒
されるガーデニングライフ。軽くて
耐久性に優れ、資源の節約や有効利
用にもつながる地球にやさしい植木
鉢です。ナチュラル・ネイビー・ホ
ワイトの3色からお選びください。

ke.imori
テキストボックス
※お届けには1か月以上の日数を要する場合がございます。
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【A-80】ハンギングポット
2サイズ4点セット

15,000円

花や緑がそこにあるだけで、心が癒
されるガーデニングライフ。軽くて
耐久性に優れ、資源の節約や有効利
用にもつながる地球にやさしい植木
鉢です。ナチュラル・ネイビー・ホ
ワイトの3色からお選びください。

【B-32】浅型ポット＆プレート
3サイズ12点セット

20,000円

花や緑がそこにあるだけで、心が癒
されるガーデニングライフ。軽くて
耐久性に優れ、資源の節約や有効利
用にもつながる地球にやさしい植木
鉢です。ナチュラル・ネイビー・ホ
ワイトの3色からお選びください。

【B-33】ハンギングポット
5個セット

20,000円

花や緑がそこにあるだけで、心が癒
されるガーデニングライフ。軽くて
耐久性に優れ、資源の節約や有効利
用にもつながる地球にやさしい植木
鉢です。ナチュラル・ネイビー・ホ
ワイトの3色からお選びください。

【C-29】ハンギングポット
2サイズ8点セット

30,000円

花や緑がそこにあるだけで、心が癒
されるガーデニングライフ。軽くて
耐久性に優れ、資源の節約や有効利
用にもつながる地球にやさしい植木
鉢です。ナチュラル・ネイビー・ホ
ワイトの3色からお選びください。

【B-20】マルチバスケット2個セッ
ト

20,000円

キッチンやリビング、サニタリース
ペースやおもちゃなどで使えるバッ
グ型収納BOXです。やわらか素材な
ので、どんなシーンでも優しく収納
します。大きめLサイズの2個セット
でのお届けです。

【A-36】フタ付きバケット2個セッ
ト

10,000円

ダンボールのように波うつデザイン
のフタ付きバケット。収納BOXとし
て、簡易スツールとしても使える万
能バケツ。フタの耐荷重は何と150k
gです。ハンドルにはホースを通せ
る穴があり、水圧ではずれない工夫
がありますので、洗車やガーデニン
グの道具入れにも最適です。

【A-37】フタ付きバケット3個セッ
ト

15,000円

ダンボールのように波うつデザイン
のフタ付きバケット。収納BOXとし
て、簡易スツールとしても使える万
能バケツ。フタの耐荷重は何と150k
gです。ハンドルにはホースを通せ
る穴があり、水圧ではずれない工夫
がありますので、洗車やガーデニン
グの道具入れにも最適です。

【B-21】フタ付きバケット4個セッ
ト

20,000円

ダンボールのように波うつデザイン
のフタ付きバケット。収納BOXとし
て、簡易スツールとしても使える万
能バケツ。フタの耐荷重は何と150k
gです。ハンドルにはホースを通せ
る穴があり、水圧ではずれない工夫
がありますので、洗車やガーデニン
グの道具入れにも最適です。

【A-35】キッチン雑貨2点セット

10,000円

・ペーパーホルダーと花瓶を融合さ
せたキッチンペーパーホルダー　・
厚さ30mm以内のフタに対応したマル
チスタンド

【B-19】キッチン雑貨4点セット

20,000円

・ペーパーホルダーと花瓶を融合さ
せたキッチンペーパーホルダー、・
厚さ30mm以内のふたに対応したマル
チスタンド、・熱くて重い鋳物鍋な
どのフタを開けるのに便利な小さな
コック帽の形をした鍋フタつかみ、
・熱いお鍋に取り付けて移動できる
キルティング加工した鍋つかみ

【A-34】バッグハンガー
メガネ＆リボンセット

10,000円

バッグを吊り下げてくれるユニーク
なアイテムです。折りたたんでジャ
ケットの胸ポケットや襟元にぶら下
げてアクセサリー感覚で持ち歩いた
り、髪飾り、携帯電話などの卓上ス
タンドにもなる多彩なアイテムです
。耐荷重5kg。メガネとリボンのセ
ットです。

【C-9】郡上鮎（冷凍小サイズ20尾
）

30,000円

長良川系で釣れた最高級の郡上鮎で
す。活きた郡上鮎を締め、一匹ずつ
真空パックし急速冷凍しました。使
い勝手が良く、いつまでも新鮮で美
味しさ抜群です。

ke.imori
テキストボックス
※お取扱い期間：６月～在庫の限り



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2021 04 21

岐阜県　郡上市

【A-20】奥美濃清流米(5kg)

10,000円

自然豊かな里、和良町でとれた、た
いへんおいしいお米です。ご注文後
に精米・真空パックし、新鮮なうち
にお届けします。

【B-10】奥美濃清流米(10kg)

20,000円

自然豊かな里、和良町でとれた、た
いへんおいしいお米です。ご注文後
に精米・真空パックし、新鮮なうち
にお届けします。

【A-5】こしひかりセットA

10,000円

清流の恵みと農家の愛情を惜しみな
く注がれて育ったお米です。郡上大
和産こしひかり5㎏、郡上の天然水2
リットル

【B-4】こしひかりセットB

20,000円

清流の恵みと農家の愛情を惜しみな
く注がれて育ったお米です。郡上大
和産こしひかり5kg、丸昌醸造
甘酒、畑中商店　宝暦みそ、丸昌醸
造味一番溜まり醤油、米こうじ

【C-6】こしひかりセットC

30,000円

清流の恵みと農家の愛情を惜しみな
く注がれて育ったお米です。郡上大
和産こしひかり5kg×2、畑中商店
宝暦みそ、丸昌醸造　味一番溜まり
醤油、米こうじ、甘酒、鮎みそ

【C-21】郡上産こしひかり

40,000円

清流の恵みと農家の愛情を惜しみな
く注がれて育ったお米です。郡上産
こしひかり5kg×4・2回に分けての
発送になります。

【A-21】郡上延年梅シリーズ４点セ
ット

10,000円

Plumnature（プラムナチュール）の
梅干し・赤しそのセットです。ご飯
のお供にはもちろん、小腹が空いた
ときのおやつにも！※梅干しには種
が入っていますので、ご注意くださ
い。

【A-31】郡上延年ギフト

15,000円

Plumnature（プラムナチュール）の
梅干し・赤しそのセットです。ご飯
のお供にはもちろん、小腹が空いた
ときのおやつにも！※梅干しには種
が入っていますので、ご注意くださ
い。

【A-9】ひるがのセット

10,000円

冷涼な高鷲町の「ひるがの」の恵み
をご堪能ください。ひるがの高原い
ちごじゃむ、ひるがの高原のおろし
カルパドレッシング、ひるがのjam
畑ブルーベリー、ひるがの高原牛乳
クッキー、ひるがの高原フロマージ
ュ

【A-11】踊りしるこ・文吉菓子セッ
ト

10,000円

水と踊りの町郡上八幡を代表するお
みやげの一つである踊りしること、
大和町の菓子工房文吉お手製のお菓
子のセットです。文吉菓子セットは
、季節によって内容が変わります。
踊りしるこ1箱、菓子工房文吉160円
菓子4種・各2個、菓子工房文吉170
円菓子1種・2個

【A-15】たかすファーマーズ特選詰
め合わせセットA

10,000円

冷涼な高鷲町で製造された、乳製品
セットです。カチョカバロチーズ、
さけるチーズプレーン、さけるチー
ズ郡上味噌漬、ドリンクヨーグルト
150ml×2、ひるがのヨーグルト80g
×2、チーズケーキプチ×2

【B-17】たかすファーマーズ特選詰
め合わせセットB

20,000円

冷涼な高鷲町で製造された、乳製品
セットです。ドリンクヨーグルト15
0ml×2、濃厚ミルクプリン85g×2、
プレミアムヨーグルト80g×2（現在
製造を中止しております。代替商品
をお届けします。）、ひるがの高原
牛乳200ml、ヒルガニアン珈琲180ml
、燻りチーズ100g、カチョカヴァロ
チーズ140g、四角いバームクーヘン
、あっさりプリン70g×4、チーズケ
ーキプチ×2
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【C-13】たかすファーマーズ特選詰
め合わせセットC

30,000円

冷涼な高鷲町で製造された、乳製品
セットです。さけるチーズプレーン
50g×2、さけるチーズペッパー50g
×2、さけるチーズ郡上味噌漬50g×
2、燻りチーズ100g×2、カチョカヴ
ァロチーズ140g×2、カチョカヴァ
ロチーズ（スモーク）140g×2、ひ
るがの高原牛乳900ml、ドリンクヨ
ーグルト750ml、あっさりプリン70g
×2

【A-12】こととい最中アイスセット

10,000円

古今伝授の里、大和町のスイーツ。
「こととい」とは、「言問う」＝そ
の地を再び訪れるという意味の、『
古今和歌集』に由来する言葉です。
全9種（季節によって変動あり）・1
0個入り

【A-13】多季スイーツセット

10,000円

白鳥町の居酒屋、料理色彩・多季で
作られたスイーツのセットです。本
わらびもち、ミルクわらびもち、リ
ンゴゼリー、ブラマンジェ、ひるが
の苺ドレッシング

【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-32】郡上の美味しくて濃いプリ
ン6個入りギフトセット

10,000円

郡上市の素材を盛り込んだ、とても
なめらかでコクのあるプリンです。
ひるがの高原産の牛乳とカマンベー
ルチーズ、郡上八幡の地養卵を使っ
ています。6個入り。

【B-18】郡上の美味しくて濃いプリ
ン12個入りギフトセット

20,000円

郡上市の素材を盛り込んだ、とても
なめらかでコクのあるプリンです。
ひるがの高原産の牛乳とカマンベー
ルチーズ、郡上八幡の地養卵を使っ
ています。12個入り。

【A-18】コンフィチュールとお菓子
のアソート

10,000円

知的、身体に障がいがある方たちへ
の支援の仕組みつくりに取り組んで
いる、ぶなの木学園が製造していま
す。コンフィチュール3本、かりん
とう1袋、ミルクラスク1袋、シフォ
ンラスク1袋、クッキー3袋、パウン
ドケーキ2枚

【A-19】はぴはぴせっけん

10,000円

廃油を利用した、人にも環境にも優
しい石鹸です。スティックタイプで
持ちやすく、油汚れ泥汚れに効果抜
群！襟や袖口の汚れがよく落ちると
評判の、大ヒット商品です！

【A-14】アトリエキク　石鹸セット

15,000円

地元の石鹸工房アトリエキクの、大
吟醸花酵母日本酒(布屋原酒造場)を
使って作られた石鹸のセットです。
洗顔石鹸と全身用石鹸、さらに美濃
焼の石鹸皿もついた、心強いお肌の
味方です。

【A-38】特許毛抜き　ぷちこ

10,000円

SIMIAN合同会社が開発した日本特許
取得、米国手続き中、国際特許出願
中の、ちょっと小さめの毛抜きです
。細く短い毛も抜けるよう、工夫を
凝らしてあります。黒・紫・赤の三
色がありますので、お選びください
。

ke.imori
テキストボックス
※消費期限が大変短い商品となっております。　受け取り可能な時間帯をお知らせください。

ke.imori
テキストボックス
※消費期限が大変短い商品となっております。　受け取り可能な時間帯をお知らせください。


