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岐阜県 郡上市

【EX-4】1万円「ストップ新型コ
ロナ」対策に寄附する

10,000円

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症への対策と
して、「市民の感染予防対策」
、「市内事業者への経済対策」
などに活用します。※使い道は
「8」を選択してください。

【D-10】郡上市内スキー場リフ
ト1日券(3枚)

55,000円

郡上市内の9ｽｷｰ場から、1カ所
お好きなｽｷｰ場を選んでいただ
くことができます。※郡上市か
らﾘﾌﾄ券と交換できるｸｰﾎﾟﾝを送
付いたします。

【H-1】郡上市内スキー場シーズ
ン券

200,000円

郡上市内の7ｽｷｰ場から1カ所お
好きなｽｷｰ場を選んでいただく
ことができます。※郡上市から
ｼｰｽﾞﾝ券と交換できるｸｰﾎﾟﾝを送
付いたします。

【R-2】郡上こしひかり新米（3
回）【定期便】

60,000円

定期便でお届けする、大和のこ
しひかりです。5㎏を2袋ずつ毎
月1回、3か月にわたってお届け
致します。申込期日:10月～12
月

【R-3】郡上鶏ちゃん（3回）【
定期便】

30,000円

定期便でお届けする、鶏ちゃん
ｾｯﾄです。毎月4種類ずつ発送。
※お届け内容の指定は受け付け
かねますのでご了承ください。

【R-4】郡上地酒（3回）【定期
便】

50,000円

定期便でお届けする、郡上大和
の地酒ｾｯﾄです。毎月2本ずつ発
送。※お届け内容の指定は受け
付けかねますのでご了承くださ
い。

【A-33】郡上奥美濃自然薯

10,000円

郡上の山に自生している自然薯
は、強壮食として盛んに利用さ
れてきました。一般に市場に出
ているﾅｶﾞｲﾓと比べ粘度も強く
、栄養価も高いです。約1kg。

【A-145】東弥だんご（冷凍みた
らし団子）

10,000円

秘伝の甘辛たれと郡上市産きな
こが入った、子どもにも大人気
の、もちもち食感みたらし団子
ｾｯﾄです。

【A-60】郡上高鷲のりんご

10,000円

標高900mひるがの高原で太陽を
いっぱい浴びて育ったりんごで
す！
※申込期日:12月上旬まで、発
送期日:10月中旬～12月中旬

【A-143】プレミアム延年蜂屋柿
【高島屋選定品】

15,000円

贈り物にも最適な赤化粧箱に入
った大玉柿のプレミアムな干し
柿です。※発送は12月10日から
。【岐阜髙島屋】

【A-144】特選延年蜂屋柿6個入
り【高島屋選定品】

15,000円

贈り物にも最適な黒化粧箱に入
った特選の干し柿です。※発送
は12月10日から。【岐阜髙島屋
】

【B-63】郡上延年梅特選セット
【高島屋選定品】

20,000円

懐かしい味の、無添加無着色梅
セット。延年紫蘇梅ロング瓶36
0g×2、延年しそふりかけ中瓶5
0g、延年干梅角瓶40g、延年干
梅顆粒30g【岐阜髙島屋】
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岐阜県　郡上市

【C-43】特選延年蜂屋柿9個入り
×2【高島屋選定品】

40,000円

贈り物にも最適な黒化粧箱に入
った、特選の干し柿です。※発
送は12月10日から。【岐阜髙島
屋】

【D-24】極上延年蜂屋柿9個入り
×2【高島屋選定品】

60,000円

大玉柿を使用し、贈り物にも最
適な桐箱に入った極上の干し柿
です。※発送は12月10日から。
【岐阜髙島屋】

【B-11】特選延年蜂屋柿

20,000円

希少で数少ない白鳥町産の蜂屋
柿です。大人気ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ柿の蜂屋
柿を贅沢に干し柿にしました。
肉厚でしっかり甘い逸品です。
※発送は12月10日から。

【C-11】極上延年蜂屋柿

30,000円

希少で数少ない白鳥町産の蜂屋
柿です。上品な桐箱に、干し柿
になった特大の蜂屋柿が9個入
っています。※発送は12月10日
から。

【A-142】生ジャンボにんにく1k
g

15,000円

郡上市･美山のｼﾞｬﾝﾎﾞ生にんに
く。にんにく(1個100g～200g)
の、約5個入りです。受付は、8
月～2月まで。

【S-17】木製ベッドフレーム杉
床板仕様

250,000円

職人が制作した、岐阜県産杉材
のﾍﾞｯﾄﾞ。本体ｻｲｽﾞ:幅100cm×
長さ211cm×高さ85cm(床高40cm
)

【S-18】木製ベッドフレーム桧
床板仕様

250,000円

職人が制作した、岐阜県産桧材
のﾍﾞｯﾄﾞ。本体ｻｲｽﾞ:幅100cm×
長さ211cm×高さ85cm(床高40cm
)

【S-19】木製ベッドフレーム杉
畳仕様

300,000円

職人が制作した、岐阜県産杉材
の畳ﾍﾞｯﾄﾞ。本体ｻｲｽﾞ:幅100cm
×長さ211cm×高さ85cm(床高40
cm)

【S-20】木製ベッドフレーム桧
畳仕様

300,000円

職人が制作した、岐阜県産桧材
の畳ﾍﾞｯﾄﾞ。本体ｻｲｽﾞ:幅100cm
×長さ211cm×高さ85cm(床高40
cm)

【A-130】完熟TOMATOESKETCHUP
ケチャップ4本セット

10,000円

完熟石徹白ﾄﾏﾄの、濃厚なﾄﾏﾄｹﾁ
ｬｯﾌﾟ。

【A-131】完熟TOMATOESKETCHUP
ケチャップ＆サルサ4本セット

10,000円

完熟石徹白ﾄﾏﾄの、濃厚なﾄﾏﾄｹﾁ
ｬｯﾌﾟとｸｾになる辛さのｻﾙｻ。

【A-132】完熟TOMATOESKETCHUP
サルサ4本セット

10,000円

完熟石徹白ﾄﾏﾄの、ｸｾになる辛
さのｻﾙｻ。
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岐阜県　郡上市

【A-136】「玄米」大島米1㎏×5
袋

10,000円

盆地ならではの激しい寒暖差に
加え、清流「長良川」の綺麗な
水で育った大島米。【玄米】の
状態で発送いたします。

【A-137】「精米」大島米1㎏×5
袋

10,000円

盆地ならではの激しい寒暖差に
加え、清流「長良川」の綺麗な
水で育った大島米。【精米済み
】の状態で発送いたします。

【A-138】「玄米」大島米5㎏

10,000円

盆地ならではの激しい寒暖差に
加え、清流「長良川」の綺麗な
水で育った大島米。【玄米】の
状態で発送いたします。

【A-139】「精米」大島米5㎏

10,000円

盆地ならではの激しい寒暖差に
加え、清流「長良川」の綺麗な
水で育った大島米。【精米済み
】の状態で発送いたします。

【B-61】「玄米」大島米10㎏

20,000円

盆地ならではの激しい寒暖差に
加え、清流「長良川」の綺麗な
水で育った大島米。【玄米】の
状態で発送いたします。

【B-62】「精米」大島米10㎏

20,000円

盆地ならではの激しい寒暖差に
加え、清流「長良川」の綺麗な
水で育った大島米。【精米済み
】の状態で発送いたします。

【A-140】「玄米」大島米150g×
16個

10,000円

盆地ならではの激しい寒暖差に
加え、清流「長良川」の綺麗な
水で育った大島米。【玄米】の
状態で発送いたします。

【A-141】「精米」大島米150g×
16個

10,000円

盆地ならではの激しい寒暖差に
加え、清流「長良川」の綺麗な
水で育った大島米。【精米済み
】の状態で発送いたします。

【A-129】ひゃくせいのあまざけ

10,000円

どぶろく特区・大和町母袋の甘
酒。

【B-59】KATOMOKUABC積み木恐竜

20,000円

恐竜のｲﾗｽﾄが描かれた、ｱﾙﾌｧﾍﾞ
ｯﾄの文字積み木

【C-42】KATOMOKU積み木

30,000円

面取りの大きな、加藤木工の積
み木。

【A-128】黒にんにく製品

15,000円

郡上市産ｼﾞｬﾝﾎﾞ黒にんにくの詰
め合わせ。
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岐阜県　郡上市

【A-124】天然鮎みやちかの一夜
干し4枚セット

10,000円

郡上市のﾔﾅ場(長良川に仕掛け
た漁場)で獲れた天然鮎の一夜
干しです。天然鮎の味がぎゅっ
と凝縮した味わい深い逸品とな
ります。

【A-125】天然鮎みやちかの甘露
煮3匹セット

10,000円

郡上市のﾔﾅ場で獲れた天然鮎の
甘露煮です。骨まで丸ごと召し
上がって頂ける美味しい甘露煮
です。

【A-126】天然鮎みやちかの塩焼
きと天然鮎雑炊セット

15,000円

郡上市のﾔﾅ場で獲れた天然鮎の
塩焼きと鮎雑炊のｾｯﾄ。美味し
い天然鮎の塩焼き3匹に、素焼
きした天然鮎の雑炊1ｷｯﾄです。

【A-127】天然鮎みやちかの商品
詰め合わせ

15,000円

郡上市のﾔﾅ場で獲れた天然鮎を
満喫いただく詰め合わせｾｯﾄ。
天然鮎塩焼き1匹、甘露煮ｵｽﾒｽ
各1匹、一夜干し1匹、はんぺん
（自家製）2個入り。

【D-23】郡上八幡木のおままご
とキッチンセット

50,000円

収納できる、野首木工所の木の
おままごとｾｯﾄ。おままごとの
道具を木箱に入れて、まな板、
ｺﾝﾛを蓋にして、収納、お片付
けができます。

【P-1】INFINIX三角0.6mm【ギタ
ーピック】

30,000円

INFINIX(ｲﾝﾌｨﾆｯｸｽ)使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ三角。滑り止めの
有るものと無いものがあります
ので、ご希望の際には選択して
ください。

【P-2】INFINIX三角0.8mm【ギタ
ーピック】

30,000円

INFINIX(ｲﾝﾌｨﾆｯｸｽ)使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ三角。滑り止めの
有るものと無いものがあります
ので、ご希望の際には選択して
ください。

【P-3】INFINIX三角1.0mm【ギタ
ーピック】

30,000円

INFINIX(ｲﾝﾌｨﾆｯｸｽ)使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ三角。滑り止めの
有るものと無いものがあります
ので、ご希望の際には選択して
ください。

【P-4】INFINIXティア0.6mm【ギ
ターピック】

30,000円

INFINIX(ｲﾝﾌｨﾆｯｸｽ)使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ涙滴型。滑り止め
の有るものと無いものがありま
すので、ご希望の際には選択し
てください。

【P-5】INFINIXティア0.8mm【ギ
ターピック】

30,000円

INFINIX(ｲﾝﾌｨﾆｯｸｽ)使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ涙滴型。滑り止め
の有るものと無いものがありま
すので、ご希望の際には選択し
てください。

【P-6】INFINIXティア1.0mm【ギ
ターピック】

30,000円

INFINIX(ｲﾝﾌｨﾆｯｸｽ)使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ涙滴型。滑り止め
の有るものと無いものがありま
すので、ご希望の際には選択し
てください。

【P-7】INFINIXジャズ0.88mm【
ギターピック】

30,000円

INFINIX(ｲﾝﾌｨﾆｯｸｽ)使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸｼﾞｬｽﾞ。滑り止め
の有るものと無いものがありま
すので、ご希望の際には選択し
てください。


