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岐阜県　郡上市

【S-10】郡上本染タペストリー
鯉の滝登り

150,000円

立身出世を願う図柄です。端午
の節句のお祝に、また、益々の
運気上昇にお飾りください。【
岐阜髙島屋】

【S-11】郡上本染鯉のぼりホー
ムセット

600,000円

薫風をはらみ、鮮やかに勢いよ
く泳ぐ五月鯉。吹流し、真鯉、
緋鯉、青鯉、矢車・ﾎﾟｰﾙ類付属
のﾍﾞﾗﾝﾀﾞｻｲｽﾞのｾｯﾄです。【岐
阜髙島屋】

【S-12】郡上本染タペストリー
岐阜地鶏

1,000,000円

地鶏の親子を活き活きと描いた
ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ。日本最古の品種とし
て、国の天然記念物の指定を受
けている岐阜地鶏。【岐阜髙島
屋】

【S-13】郡上本染タペストリー
南天

1,000,000円

「難を転ずる」厄除けのお守り
飾り。細かな南天の実や葉を、
手描きで彩色し、天然藍で濃紺
に染められたﾀﾍﾟｽﾄﾘｰです。【
岐阜髙島屋】

【S-14】郡上本染タペストリー
孔雀

1,000,000円

色彩豊かな華やかな孔雀のﾀﾍﾟｽ
ﾄﾘｰ。孔雀は災厄や疾病を除き
、息災を祈る、九徳を備えた瑞
鳥とされます。【岐阜髙島屋】

【S-15】郡上本染タペストリー
鶴亀松竹梅

1,100,000円

鶴亀と松竹梅の寿福に満ちたﾀﾍ
ﾟｽﾄﾘｰ。鶴は吉を運び千年を生
きるといわれる瑞鳥。亀は大地
を支え万年の歳を生きるといわ
れます。【岐阜髙島屋】

【S-16】郡上本染タペストリー
宝船

1,100,000円

冨と財をもたらす縁起の良い吉
祥船。縁起物の宝船は色彩豊か
で、お部屋を豪華に演出します
。【岐阜髙島屋】

【A-68】百花蜂蜜A

10,000円

自然豊かな郡上の里山に咲く花
々からﾐﾂﾊﾞﾁたちが集めてきた
完熟百花蜂蜜です。口の中で様
々な花の香りや風味が広がりま
す。200g×3

【B-31】百花蜂蜜B

20,000円

自然豊かな郡上の里山に咲く花
々からﾐﾂﾊﾞﾁたちが集めてきた
完熟百花蜂蜜です。口の中で様
々な花の香りや風味が広がりま
す。600g×3

【A-81】郡上産ジビエ鹿肉やわ
らか仕込み

10,000円

明宝の豊かな森と清流で育った
臭みのない美味しい明宝鹿肉。
郡上の銘酒「母情」の酒粕で、
さらに柔らかに仕上げました。
※しっかり加熱してください。

【A-82】郡上産ジビエ鹿肉やわ
らか仕込み＆明宝ジビエフラン
ク

10,000円

明宝のくさみのない美味しい明
宝ｼﾞﾋﾞｴです。鹿肉やわらか仕
込み。天然鹿肉、猪肉を100％
使用した明宝ｼﾞﾋﾞｴﾌﾗﾝｸ。※し
っかり加熱してください。

【A-103】郡上のジビエセット

15,000円

郡上で捕れた鹿肉です。高ﾀﾝﾊﾟ
ｸ・低ｶﾛﾘｰで脂肪が少なく、鉄
分も豊富です。※備考欄に受け
取り可能な時間帯をご記入くだ
さい。
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【A-34】バッグハンガーメガネ
＆リボンセット

10,000円

ﾊﾞｯｸﾞを吊り下げてくれるｱｲﾃﾑ
です。折りたたんで胸ﾎﾟｹｯﾄや
襟元にぶら下げて、髪飾り、卓
上ｽﾀﾝﾄﾞにもなります。耐荷重5
kg。ﾒｶﾞﾈ・ﾘﾎﾞﾝのｾｯﾄ。

【A-35】キッチン雑貨2点セット

10,000円

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰと花瓶を融合させ
たｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ。厚さ30mm
以内のﾌﾀに対応したﾏﾙﾁｽﾀﾝﾄﾞ。

【B-19】キッチン雑貨4点セット

20,000円

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰと花瓶を融合させ
たｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ、厚さ30mm
以内のﾌﾀに対応したﾏﾙﾁｽﾀﾝﾄﾞ、
小さなｺｯｸ帽型鍋ﾌﾀつかみ、ﾐﾄﾝ
型鍋つかみ。

【B-20】マルチバスケット2個セ
ット

20,000円

ﾊﾞｯｸﾞ型収納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ｻｲｽﾞ
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

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙのように波うつフタ付
きﾊﾞｹｯﾄ。収納BOXとして、簡易
ｽﾂｰﾙとしても使えます。ﾌﾀの耐
荷重は150kgです。ﾆｭｰﾄﾗﾙ(whit
e)L2個。

【A-37】フタ付きバケット3個セ
ット

15,000円

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙのように波うつフタ付
きﾊﾞｹｯﾄ。収納BOXとして、簡易
ｽﾂｰﾙとしても使えます。ﾌﾀの耐
荷重は150kgです。ﾆｭｰﾄﾗﾙ(must
ard)L3個。

【B-21】フタ付きバケット4個セ
ット

20,000円

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙのように波うつフタ付
きﾊﾞｹｯﾄ。収納BOXとして、簡易
ｽﾂｰﾙとしても使えます。ﾌﾀの耐
荷重は150kgです。ﾆｭｰﾄﾗﾙ(navy
)mini、S、L、LL各1個。

【A-78】浅型ポット＆プレート3
サイズ6点セット

10,000円

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植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・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

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植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・ﾎﾜｲﾄの
3色からお選びください。

【A-80】ハンギングポット2サイ
ズ4点セット

15,000円

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植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・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

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植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・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

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植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・ﾎﾜｲﾄの
3色からお選びください。
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【C-29】ハンギングポット2サイ
ズ8点セット

30,000円

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植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・ﾎﾜｲﾄの
3色からお選びください。

【A-66】郡上みそごのみ(120g×
4種類)+醤油糀(200g×2個)セッ
ト

10,000円

てづくりの米糀みそに、とうが
らし・ゆず・ふきのとう・くる
みの4種類(80g・各2個)を季節
の味として取り入れ、蒸気殺菌
しました。

【A-64】郡上ペットフードジャ
ーキー

10,000円

ﾍﾟｯﾄが食べやすいようにﾐﾝﾁし
て乾燥した無添加のﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞｼﾞ
ｬｰｷｰ。「鹿肉50g×2」・「鶏と
鯇(あまご)50g×2」

【A-61】郡上ジャーキー

15,000円

郡上市内で捕れたｼﾞﾋﾞｴ肉(鹿肉
)と岐阜県産飛騨牛のｼﾞｬｰｷｰのｾ
ｯﾄです。鹿肉(郡上市産鹿)ｼﾞｬｰ
ｷｰ50g×2袋、牛肉(岐阜県産牛)
ｼﾞｬｰｷｰ50g×1袋

【A-69】メニコンソフトコンタ
クトレンズ用ケア用品3本＋携帯
用

10,000円

天然系成分がうるおい保持｡さ
らに有効成分｢塩酸ﾎﾟﾘﾍｷｻﾆﾄﾞ｣
がﾚﾝｽﾞをしっかり消毒します｡ｿ
ﾌﾄｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品ｴﾋﾟｶｱｸｱﾓｱ
310ml×3本、携帯に便利な70ml

【A-70】メニコンハードコンタ
クトレンズ用ケア用品3本＋携帯
用

10,000円

ﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品O2ｹｱｱﾐﾉ
ｿﾗ120ml×3本、携帯に便利な70
ml。洗浄･保存･ﾀﾝﾊﾟｸ除去が1本
でできるO2ｹｱｱﾐﾉｿﾗ。

【A-71】メニコンハードコンタ
クトレンズ用ケア用品2本＋タン
パク除去剤

10,000円

O2ｹｱ(240ml×2)は､酸素透過性ﾊ
ｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ&ﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用
の洗浄保存液です｡ﾀﾝﾊﾟｸ洗浄は
添付のﾌﾟﾛﾃｵﾌで行い､常に清潔
に保ちましょう｡

【A-72】メニコンソフトコンタ
クトレンズ用ケア用品5本

15,000円

ｿﾌﾄｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品ｴﾋﾟｶｱｸｱﾓ
ｱ(310ml×5)。天然系成分がう
るおい保持｡さらに有効成分が
、ﾚﾝｽﾞをしっかり消毒｡脂質汚
れもしっかり洗浄します｡

【A-73】メニコンハードコンタ
クトレンズ用ケア用品5本A

15,000円

ﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品O2ｹｱｱﾐﾉ
ｿﾗ(120ml×5)。高い洗浄効果や
抗菌成分だけでなく､指先にも
配慮しました｡洗浄･保存･ﾀﾝﾊﾟｸ
除去が1本でできます｡

【A-74】メニコンハードコンタ
クトレンズ用ケア用品5本B

15,000円

ﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品抗菌O2ｹ
ｱﾐﾙﾌｧ(120ml×5)。洗浄･保存･ﾀ
ﾝﾊﾟｸ除去まで1本ででき､高い洗
浄効果と抗菌成分で、清潔･快
適なｱｲﾗｲﾌをｻﾎﾟｰﾄします｡

【A-62】治郎兵衛調味料セットA

10,000円

郡上みそと朴葉味噌、だし入り
味一番醤油、何でも使える万能
つけ味噌、そして鶏ちゃん焼き
を手軽に作れる調味料のｾｯﾄで
す。

【A-63】治郎兵衛調味料セットB

10,000円

郡上みそと塩分控えめ治郎兵衛
みそ(麦)(米)、郡上たまりとだ
し入り味一番醤油、何でも使え
る万能つけ味噌のｾｯﾄです。



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 06 13

岐阜県　郡上市

【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。【岐阜髙
島屋】

【A-107】郡上みそのお味噌汁と
郡上みその詰合せ

10,000円

郡上みそのお味噌汁が、ｲﾝｽﾀﾝﾄ
になりました。郡上みそのお味
噌汁5食入り×4袋、郡上みそ1
㎏×2袋。

【A-108】郡上みそのお味噌汁と
郡上たまりの詰合せA

10,000円

大坪醤油の即席お味噌汁と、濃
厚しょうゆのﾎﾞﾄﾙのｾｯﾄです。
郡上みそのお味噌汁5食入り×3
袋、郡上たまり500ml×2本、地
たまり500ml×1本。

【A-109】郡上みそのお味噌汁と
郡上たまりの詰合せB

10,000円

大坪醤油の即席お味噌汁と、濃
厚しょうゆのﾎﾞﾄﾙのｾｯﾄです。
郡上みそのお味噌汁5食入り×6
袋､郡上たまり500ml×1本｡

【B-34】丸昌醸造場おすすめセ
ット

20,000円

食すれば岐阜、懐かしいふるさ
との味わい。山や木々そして水
に恵まれた美しい土地。古来そ
の風土に育まれた味をお召し上
がり下さい。【岐阜髙島屋】

【C-30】郡上みそ杉樽

40,000円

「治郎兵衛郡上味噌」は、麦こ
うじと大豆こうじを使用する独
自の製法で、他に類を見ないこ
の地ならではの特徴的な味噌で
す。【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
なﾌﾟﾘﾝです。【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
なﾌﾟﾘﾝです。【岐阜髙島屋】

【A-86】郡上産ドライトマトの
オリーブオイル漬け＆ロースト
ナッツの蜂蜜漬け

10,000円

郡上産のﾐﾆﾄﾏﾄを自家製ﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ
にし、ﾆﾝﾆｸ、ﾊｰﾌﾞと共にｵﾘｰﾌﾞｵ
ｲﾙ漬けに。香ばしく焼き上げた
3種のﾅｯﾂの蜂蜜漬けとｾｯﾄにし
ました。【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【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【岐阜髙島屋】

【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【岐阜髙島屋】


