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【B-12】特許毛抜きアルマイト

20,000円

SIMIAN合同会社が開発した、全く新
しい毛抜き。アルマイト処理、アル
マイトカラー等の工程を踏むことで
、耐食性を持たせたタイプ。黒と赤
の2色がありますので、どちらかを
選んでください。

【B-22】特許毛抜き
ペックブラック

20,000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
中の毛抜きです。先端の斜め部分で
の使用も可能となっているため、横
向き、鼻毛、耳毛等に対しても利用
しやすくなっています。

【C-12】特許毛抜きアルマイト革ケ
ース付

30,000円

SIMIAN合同会社が開発した、全く新
しい毛抜き。アルマイト処理等を施
したものに、地元産の革ケースがつ
いてきます。

【C-14】特許毛抜き
ペックブラック　本格革ケース付き

30,000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
中の毛抜きです。先端の斜め部分で
の使用も可能となっているため、横
向き、鼻毛、耳毛等に対しても利用
しやすくなっています。地元産の革
ケースがついてきます。

【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-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-1】郡上郷土資料セット

10,000円

郷土の歴史を、紐解いてみませんか
？郡上かるた、かるた副読本、郡上
の浪曲CD

【A-23】郡上紬カードケース

10,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のカードケースです。どの
段階でも全く手抜きをせず、ひたす
ら誠実に丹精こめた手織りの織物で
す。

【B-13】郡上紬がま口

20,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のがま口です。どの段階で
も全く手抜きをせず、ひたすら誠実
に丹精こめた手織りの織物です。

【B-14】郡上紬ポーチ

20,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のポーチです。どの段階で
も全く手抜きをせず、ひたすら誠実
に丹精こめた手織りの織物です。

【S-1】郡上紬ネクタイ

70,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のネクタイです。どの段階
でも全く手抜きをせず、ひたすら誠
実に丹精こめた手織りの織物です。

【S-2】郡上紬札入れ

100,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬の札入れです。どの段階で
も全く手抜きをせず、ひたすら誠実
に丹精こめた手織りの織物です。
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【S-3】郡上紬テーブルセンター

200,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のテーブルセンターです。
どの段階でも全く手抜きをせず、ひ
たすら誠実に丹精こめた手織りの織
物です。

【B-2】郡上本染
コースター５枚組

20,000円

郡上八幡は藍染めの名産地でもあり
ます。世界を魅了する「ジャパンブ
ルー」で、お部屋を彩ってみましょ
う。郡上本染コースター
5枚（縦約11.8cm、横約11.8cm）

【C-2】郡上本染テーブルセンター
鯉★

30,000円

郡上八幡は藍染めの名産地でもあり
ます。世界を魅了する「ジャパンブ
ルー」で、お部屋を彩ってみましょ
う。郡上本染テーブルセンター
鯉（縦約33cm、横約43cm）

【C-3】郡上本染テーブルセンター
鮎★

30,000円

郡上八幡は藍染めの名産地でもあり
ます。世界を魅了する「ジャパンブ
ルー」で、お部屋を彩ってみましょ
う。郡上本染テーブルセンター
鮎（縦約33cm、横約43cm）

【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
ーポンです。※遊漁証の発行方法・
発行時期の詳細については、以下の
問合せ先に直接お問い合わせくださ
い。【石徹白漁業協同組合】0575-8
6-3001

【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
遊漁証交換できるクーポンです。※
遊漁証の発行方法・発行時期の詳細
については、以下の問合せ先に直接
お問い合わせください。【郡上漁業
協同組合】0575-65-2562

【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ポンです
。※遊漁証の発行方法・発行時期の
詳細については、以下の問合せ先に
直接お問い合わせください。【和良
川漁業協同組合】0575-77-2271

【E-4】1日フリー乗車証

10,000円

１日に何度でも列車を乗り降りでき
る長良川鉄道のフリー乗車証です。
ふるさと寄附をしていただいた方限
定の非売品で、郡上市のゆるキャラ
「郡上良良ちゃん」が描かれていま
す。

【E-3】ながらスイーツプラン（シ
ングル）

20,000円

観光列車「ながら」のスイーツプラ
ンを利用できる、おひとり様用チケ
ットです。※詳細は長良川鉄道へお
問い合わせください。【観光列車「
ながら」予約センター】0575‐46‐
8021

【F-5】ながらスイーツプラン（ペ
ア）

40,000円

観光列車「ながら」のスイーツプラ
ンを利用できる、ペア用チケットで
す。※詳細は長良川鉄道へお問い合
わせください。【観光列車「ながら
」予約センター】0575‐46‐8021

【G-3】ながらランチプラン（シン
グル）

50,000円

観光列車「ながら」のランチプラン
を利用できる、おひとり様用チケッ
トです。※詳細は長良川鉄道へお問
い合わせください。【観光列車「な
がら」予約センター】0575‐46‐80
21

【H-2】ながらランチプラン（ペア
）

100,000円

観光列車「ながら」のランチプラン
を利用できる、ペア用チケットです
。※詳細は長良川鉄道へお問い合わ
せください。【観光列車「ながら」
予約センター】0575‐46‐8021
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【D-1】市内共通宿泊補助券★

50,000円

郡上市内にある５３の宿泊施設でご
利用いただける宿泊補助券です。こ
の機会にぜひ郡上市にお越しくださ
い。詳しくは郡上市HPをご覧くださ
い。https://www.city.gujo.gifu.j
p/life/detail/post-720.html

【D-10】市内スキー場リフト1日券(
2枚)★

50,000円

郡上市内１０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ポンを送付いた
しますので、希望するスキー場にお
いて所定の手続きによりリフト券と
交換してください。

【H-1】郡上市内スキー場シーズン
券【ふるさと郡上満喫体験】

200,000円

郡上市内１０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。※郡上市からシーズ
ン券と交換できるクーポンを送付い
たしますので、希望するスキー場に
おいて所定の手続きによりシーズン
券と交換してください。

【D-10】市内スキー場リフト1日券(
2枚)

50,000円

郡上市内１０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ポンを送付いた
しますので、希望するスキー場にお
いて所定の手続きによりリフト券と
交換してください。

【A-45】市内共通温泉利用券（3枚
）

10,000円

市内にある9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。
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