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岐阜県　郡上市

【A-93】KATOMOKU木製腕時計ス
タンド

10,000円

ｼﾝﾌﾟﾙで美しい木製ｽﾀﾝﾄﾞです。
一つの無垢材ﾌﾞﾛｯｸから削り出
し、ｼｰﾑﾚｽな仕上がりに。ｳｫｰﾙﾅ
ｯﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ)、H.ﾒｰﾌﾟﾙ(ﾅﾁｭﾗﾙ)の2
種類からお選びください。

【A-94】KATOMOKU小さなシンプ
ルな木枠置き時計

15,000円

無垢材をくり抜いたかわいい小
さなｼﾝﾌﾟﾙ時計。机の上から、
棚の上、ﾍﾞｯﾄの枕元から玄関ま
で、どの場面でも溶け込んでく
れます。

【A-95】KATOMOKUはじめての木
枠電波時計

15,000円

「はじめての時計」。そんなﾃｰ
ﾏを持って製作しました。ﾍﾞｰｽ
となる1から12までの数字と5か
ら55までの秒数字も入れました
。

【A-96】KATOMOKUシンプルな曲
げわっぱ電波時計

15,000円

部屋にも掛け時計があって当た
り前。そんな「普通」を見つめ
なおしたいという思いで、この
時計を企画しました。

【A-97】KATOMOKU小ぶりな曲げ
わっぱ電波時計

15,000円

約20cmと小ぶりなｻｲｽﾞでありな
がら、曲げわっぱ木枠、全面ｶﾞ
ﾗｽ、連続秒針と時計としてのｸｵ
ﾘﾃｨを落とさずにｻｲｽﾞを収めま
した。

【A-98】KATOMOKU置き掛け兼用
木枠電波時計四角

15,000円

強い木目が特徴のﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ材を
くり抜いた時計は重厚感があり
ます。静音設計の置き掛け兼用
電波時計です。ﾅﾁｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの
2色からお選びください。

【A-99】KATOMOKU置き掛け兼用
木枠電波時計丸

15,000円

置き掛け兼用､可愛らしい丸型
の電波時計です。無垢材のﾎﾜｲﾄ
ｱｯｼｭをくり貫いて仕上げました
。ﾅﾁｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの2色からお選
びください。

【A-100】KATOMOKUやや大きめ曲
げわっぱ電波時計A

15,000円

すっきりと見やすい文字をバラ
ンスよく配置しました。それに
より視認性が良く、遠くからで
もしっかり時刻を伝えてくれま
す。

【A-101】KATOMOKUやや大きめ曲
げわっぱ電波時計B

15,000円

曲げわっぱを木枠に用いたﾌﾟﾗｲ
ｳｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞより、30.4ｾﾝﾁｻｲｽﾞの
やや大きめ時計です。ｴﾚｶﾞﾝﾄな
印象でお部屋を上品なｲﾒｰｼﾞに
。

【A-104】KATOMOKU米びつ

15,000円

無駄なﾃﾞｻﾞｲﾝを削ぎとったｼﾝﾌﾟ
ﾙなﾌｫﾙﾑの米びつです。ﾎﾜｲﾄ、ﾌ
ﾞﾗｯｸの2色からお選びください
。

【A-117】KATOMOKUティッシュケ
ースリバーシブル

10,000円

調湿性にすぐれた桐を使ったﾃｨ
ｯｼｭｹｰｽです。落とし蓋は、深み
のあるﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝと、優しい色
合いのｸﾞﾚｰのﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ塗装を施
しています。

【A-120】KATOMOKUplywoodclock
電波時計連続秒針

15,000円

ｼﾝﾌﾟﾙで見やすく、ｼﾅの曲げわ
っぱを使いどこまでもｸﾘｰﾝなﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ。「【C-16】KATOMOKU曲げ
わっぱSKP電波時計」の代替商
品です。



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2022 11 29

岐阜県　郡上市

【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

尾を長くし、細長くくびれた針
を作りました。文字はどこまで
もｼﾝﾌﾟﾙに、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。

【B-36】KATOMOKU曲げわっぱミ
ラー

20,000円

KATOMOKUのﾌﾟﾗｲｳｯﾄﾞﾐﾗｰがより
大きく、より見やすくなりまし
た。外枠に曲げわっぱを使って
います。ﾅﾁｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの2色か
らお選びください。

【B-37】KATOMOKUホワイトアッ
シュの木枠電波時計ブルー

20,000円

無垢木枠にﾊﾟｽﾃﾙｶﾗｰを塗装した
掛け時計です。力強い木目のﾎﾜ
ｲﾄｱｯｼｭ材を使用しているため、
塗装の上からでも木目の表情が
あらわれます。

【B-38】KATOMOKU木材のバラン
スゲーム

20,000円

さくら、くるみ、ぶなの木材を
使った昔ながらのｹﾞｰﾑを作りま
した。それぞれ色の異なる木を
使うことで、自然な色味や表情
も楽しめます。

【B-39】KATOMOKUウォールナッ
トの木枠電波時計

20,000円

美しい木目のｳｫｰﾙﾅｯﾄを木材に
使用した掛け時計です。非常に
質感が高く、存在感のある時計
です。

【B-40】KATOMOKUビーチの木枠
電波時計

20,000円

ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾋﾞｰﾁを木材に使用した
掛け時計です。ﾋﾞｰﾁ材は、淡い
ﾋﾟﾝｸ色を帯びた乳白色の木材で
、やさしい印象を与えてくれま
す。

【B-41】KATOMOKUホワイトアッ
シュの木枠&シナ文字盤電波時計

20,000円

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞの無垢材を用いた重
厚感のある木枠と、文字盤には
ｼﾅを用いた木製掛け時計です。
ﾅﾁｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの2色からお選び
ください。

【B-42】KATOMOKUヒノキの木枠
電波時計

20,000円

直径約22cmと一回り小ぶりなｻｲ
ｽﾞの掛け時計です。小さくて可
愛らしいｻｲｽﾞ感ですが、通常ｻｲ
ｽﾞと変わりない重厚感と仕上が
りです。

【B-46】KATOMOKUあいうえお積
み木たべもの編

20,000円

ひらがな「あ」から「ん」まで
の46文字に、無地の4ﾋﾟｰｽを加
えた合計50ﾋﾟｰｽの文字遊び積み
木。縦45mm、横45mm、厚み15mm

【B-52】KATOMOKUねこテーブル
２器用ビーチ

20,000円

大切な家族のねこちゃんにも、
ご飯の時にﾃｰﾌﾞﾙでお食事を。
そんな目線で考え、真剣につく
りだしたﾐﾆｻｲｽﾞの木製ﾃｰﾌﾞﾙで
す。

【B-54】KATOMOKUmokuclock12ウ
ォールナット電波時計連続秒針

20,000円

色味の濃いｼｯｸな雰囲気を持つ
時計。「【C-17】KATOMOKUｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄの無垢材の木枠SKP電波時計
」の代替え商品です。

【B-55】KATOMOKUmokuclock13オ
ーク電波時計連続秒針

20,000円

森の王様ｵｰｸを木枠に使用した
掛け時計です。「【C-31】KATO
MOKUｵｰｸの木枠SKP電波時計」の
代替え商品です。
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岐阜県　郡上市

【B-56】KATOMOKUmokuclock13ヒ
ノキ電波時計連続秒針

20,000円

古くから日本に馴染みのある檜
を木枠に使用した掛け時計。「
【C-32】KATOMOKUﾋﾉｷの木枠SKP
電波時計」の代替え商品です。

【C-37】KATOMOKUねこテーブル
２器用

30,000円

大切な家族のねこちゃんにも、
ﾃｰﾌﾞﾙでお食事を。そんな目線
で考え、つくりだしたﾐﾆｻｲｽﾞの
木製ﾃｰﾌﾞﾙです。ｳｫｰﾙﾅｯﾄ、ｵｰｸ
よりお選びください。

【C-38】KATOMOKUねこテーブル
２器用しましま

40,000円

ねこちゃん用のﾐﾆｻｲｽﾞ木製ﾃｰﾌﾞ
ﾙです。ｳｫｰﾙﾅｯﾄとﾎﾜｲﾄｱｯｼｭを交
互に張り合わせて削り出し、木
のもつ自然な色で柄にしていま
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
なｼﾅの木目が美しく表現されて
おります。

【A-45】市内共通温泉利用券（3
枚）

10,000円

市内にある8つの温泉でご利用
いただける市内共通温泉利用券
の3枚ｾｯﾄです。

【B-7】郡上八幡のもじ積み木（
郡上の木のおもちゃ）

20,000円

あいうえおの文字と絵柄の入っ
た積み木。ｲﾗｽﾄは子育て中のﾏﾏ
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
ﾃﾞｻﾞｲﾝです。

【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！12色+1
色(無塗装)

【C-27】まあるいつみきmini（
郡上の木のおもちゃ）

30,000円

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
つひとつに元となった樹種の葉
や実をﾃﾞｻﾞ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
純ながら奥深い立体思考ｹﾞｰﾑ。
ﾀﾃ・ﾖｺ・ﾅﾅﾒ、どこかに４つ同
じ色が並んだら勝ち。

【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-12】こととい最中アイスセ
ット

15,000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。

【A-123】ドーナツセット12個入
り

10,000円

ﾔﾏﾈｺﾄﾞｰﾅﾂが、郡上の糀で作っ
た自家製甘酒入りﾄﾞｰﾅﾂ。古代
小麦やきび砂糖、米油など厳選
した材料で手作りしています。
冷凍で発送いたします。

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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岐阜県　郡上市

【C-18】郵便局のみまもり訪問
サービス（3か月）

30,000円

郡上市で暮らす親御さんのご自
宅に、郵便局社員等が毎月1回
訪問し、生活状況を確認して、
ご家族様へお知らせします。【
お問合せ先】日本郵便株式会社

【A-105】お墓清掃代行サービス

10,000円

ご先祖様への感謝の気持ちを込
めてお墓を清掃いたします。申
込前に郡上市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰへ
実施可否確認書の提出をお願い
します。

【E-1】石徹白漁協鮎・雑魚共通
年間遊漁証【ふるさと郡上満喫
体験】

20,000円

石徹白漁業協同組合が発行する
鮎・雑魚共通年間遊漁証と交換
できるｸｰﾎﾟﾝです。※遊漁証の
発行方法・発行時期については
、石徹白漁業協同組合まで。

【E-5】郡上漁協雑魚年間遊漁証
【ふるさと郡上満喫体験】

20,000円

郡上漁業協同組合が発行する雑
魚年間遊漁証と交換できるｸｰﾎﾟ
ﾝです。※遊漁証の発行方法・
発行時期については、郡上漁業
協同組合まで。

【F-2】郡上漁協鮎年間遊漁証【
ふるさと郡上満喫体験】

40,000円

郡上漁業協同組合が発行する鮎
年間遊漁証と交換できるｸｰﾎﾟﾝ
です。※遊漁証の発行方法・発
行時期については、郡上漁業協
同組合まで。

【G-4】郡上漁協鮎雑魚共通年間
遊漁証【ふるさと郡上満喫体験
】

60,000円

郡上漁業協同組合が発行する鮎
・雑魚共通年間遊漁証と交換で
きるｸｰﾎﾟﾝです。※遊漁証の発
行方法・発行時期については、
郡上漁業協同組合まで。

【F-3】和良川漁協鮎年間遊漁証
【ふるさと郡上満喫体験】

40,000円

和良川漁業協同組合が発行する
鮎年間遊漁証と交換できるｸｰﾎﾟ
ﾝです。※遊漁証の発行方法・
発行時期については、和良川漁
業協同組合まで。

【B-51】平日1Rゴルフプレー券

25,000円

鷲ヶ岳高原ｺﾞﾙﾌ倶楽部の、平日
1R専用ｶｰﾄｾﾙﾌﾌﾟﾚｰ(昼食券付)で
す。立木や起伏がある戦略性に
富んだｺｰｽとなります。高鷲IC
より5㎞とｱｸｾｽは抜群。

【C-36】土日祝日プレー券

40,000円

鷲ヶ岳高原ｺﾞﾙﾌ倶楽部の、土日
祝日1R専用ｶｰﾄｾﾙﾌﾌﾟﾚｰ(昼食券
付)です。立木や起伏がある戦
略性に富んだｺｰｽとなります。
高鷲ICより5㎞とｱｸｾｽは抜群。

【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

高鷲町で製造された、乳製品ｾｯ
ﾄです。ｶﾁｮｶﾊﾞﾛﾁｰｽﾞ、さけるﾁｰ
ｽﾞ(ﾌﾟﾚｰﾝ・味噌漬)、ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞ
ﾙﾄ150ml×2、ひるがのﾖｰｸﾞﾙﾄ80
g×2、ﾁｰｽﾞｹｰｷﾌﾟﾁ×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

ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ×2、濃厚ﾐﾙｸﾌﾟﾘﾝ
×2、さけるﾁｰｽﾞ、ひるがの高
原牛乳、ﾋﾙｶﾞﾆｱﾝ珈琲、燻りﾁｰｽ
ﾞ、ｶﾁｮｶﾊﾞﾛ、四角いﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ、
あっさりﾌﾟﾘﾝ×4、ﾁｰｽﾞｹｰｷﾌﾟﾁ

【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

さけるﾁｰｽﾞ(ﾌﾟﾚｰﾝ×2・ﾍﾟｯﾊﾟｰ
×2・郡上味噌×2)、燻りﾁｰｽﾞ
×2、ｶﾁｮｶﾊﾞﾛﾁｰｽﾞ(ﾌﾟﾚｰﾝ×2･ｽﾓ
ｰｸ×2)、ひるがの高原牛乳、ﾄﾞ
ﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ、あっさりﾌﾟﾘﾝ×2

ke.imori
テキストボックス
受付期間：通年営業期間：4月中旬～11月末

ke.imori
テキストボックス
受付期間：通年営業期間：4月中旬～11月末


