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岐阜県　郡上市

【A-18】コンフィチュールとお
菓子のアソート

10,000円

障がいがある方たちへの支援に
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、かりんとう、ﾐﾙｸﾗｽｸ、ｼﾌｫﾝﾗ
ｽｸ、ｸｯｷｰ×3、ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ×2

【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
も優しいぶなの木学園の石鹸で
す。ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟで持ちやすく、
油汚れ泥汚れに効果抜群！

【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。

【A-38】特許毛抜きぷちこ

10,000円

SIMIAN合同会社が開発した、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
の三色から、お選びください。

【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ﾌﾟ。黒・
赤の二色からお選びください。

【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毛抜
きです。先端の斜め部分での使
用も可能なので、横向き、鼻･
耳毛等に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横向
き、鼻･耳毛等にも利用しやす
い毛抜きです。地元産の革ｹｰｽ
がついてきます。

【A-6】鶏ちゃんセットA

10,000円

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・鶏ちゃんの詰
め合わせです。

【A-58】けいちゃんカンパニー
鶏ちゃん＆フランクセット

10,000円

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・けいちゃんと
、けいちゃんのﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ
です。鶏ちゃんﾌﾗﾝｸｾｯﾄ5本入り
、明宝ﾌﾗﾝｸ5本入り、郡上けい
ちゃん(特選若･ひね)

【A-59】けいちゃんカンパニー
鶏ちゃんセット

15,000円

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・けいちゃんと
、けいちゃんのﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ
です。鶏ちゃんﾌﾗﾝｸｾｯﾄ5本入り
×2、郡上けいちゃん(特選若×
2･ひね×2)

【A-119】郡上鶏ちゃん6個セッ
ト

15,000円

わさび屋ｵｽｽﾒの鶏ちゃん6個ｾｯﾄ
です。【もも・胸】250g×3個
、【皮・肝】250g×2個、【ﾊﾂ
・砂肝】250g×1個。
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岐阜県　郡上市

【B-5】鶏ちゃんセットB

20,000円

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・鶏ちゃんの詰
め合わせです。

【C-7】鶏ちゃんセットC

30,000円

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・鶏ちゃんの詰
め合わせです。

【A-51】めいほう鶏ちゃん＆明
宝フランクフルトセット【高島
屋選定品】

10,000円

大人気のめいほう鶏ちゃんと明
宝ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄです。鶏ちゃんの醤
油味(300g)、「郡上みそ味」(3
00g)、明宝ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ5本。【岐阜
髙島屋】

【A-8】郡上割り箸（100膳）

15,000円

岐阜県郡上市産の杉を使った純
国産の割り箸ｾｯﾄです。杉が本
来もつ色味や、とても良い香り
がすることも大きな特徴です。
50膳入り2箱

【A-3】郡上の地酒

15,000円

郡上の蔵元が醸した、日本酒の
ｾｯﾄです。平野醸造郡上一揆720
m、原酒造花酵母さくら720ml

【B-3】地酒・おつまみセットA

20,000円

郡上の蔵元が醸した、日本酒の
ｾｯﾄです。平野醸造郡上一揆720
ml、原酒造花酵母さくら720ml
、郡上八幡麦酒こぼこぼﾍﾟｰﾙｴｰ
ﾙ330ml、母袋燻り豆腐ｽﾗｲｽ

【C-5】地酒・おつまみセットB

30,000円

平野醸造郡上一揆、平野醸造郡
上おどり吟醸酒、原酒造元文菊
大吟醸、郡上八幡麦酒こぽこぽ
ﾍﾟｰﾙｴｰﾙ、母袋燻り豆腐ｽﾗｲｽ、
時代屋大國葉なんばん中辛

【A-48】母情大吟醸720ml【高島
屋選定品】

10,000円

上品な香りと、淡麗でなめらか
な味わい。冷やして飲むと、更
に旨味が際立てます。720ml【
岐阜髙島屋】

【A-55】母情純米吟醸【高島屋
選定品】

15,000円

奥長良川の清んだ弱軟水の地下
水を仕込み水として、日本酒の
純粋な旨さを感じられる、芳醇
なやや辛口の味わい。1.8L【岐
阜髙島屋】

【B-29】母情大吟醸1.8Ｌ【高島
屋選定品】

20,000円

上品な香りと、淡麗でなめらか
な味わい。冷やして飲むと、更
に旨味が際立てます。1.8L【岐
阜髙島屋】

【D-1】市内共通宿泊補助券

50,000円

郡上市内にある71の宿泊施設で
ご利用いただける宿泊補助券(2
枚)です。この機会にぜひ郡上
市にお越しください。市内共通
温泉利用券2枚をお付けします

【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。
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岐阜県　郡上市

【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」のｽｲｰﾂﾌﾟﾗﾝ
を利用できる、お一人様用ﾁｹｯﾄ
です。※詳細は長良川鉄道の観
光列車「ながら」予約ｾﾝﾀｰへお
問い合わせください。

【F-5】ながらスイーツプラン（
ペア）

40,000円

観光列車「ながら」のｽｲｰﾂﾌﾟﾗﾝ
を利用できる、ﾍﾟｱ用ﾁｹｯﾄです
。※詳細は長良川鉄道の観光列
車「ながら」予約ｾﾝﾀｰへお問い
合わせください。

【G-3】ながらランチプラン（シ
ングル）・長良川鉄道写真集

50,000円

観光列車「ながら」のﾗﾝﾁﾌﾟﾗﾝ
を利用できる、お一人様用ﾁｹｯﾄ
と写真集です。※詳細は長良川
鉄道の観光列車「ながら」予約
ｾﾝﾀｰへお問い合わせください。

【H-2】ながらランチプラン（ペ
ア）・長良川鉄道写真集

100,000円

観光列車「ながら」のﾗﾝﾁﾌﾟﾗﾝ
を利用できる、ﾍﾟｱ用ﾁｹｯﾄと写
真集です。※詳細は長良川鉄道
の観光列車「ながら」予約ｾﾝﾀｰ
へお問い合わせください。

【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・真空ﾊﾟｯｸし、
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・真空ﾊﾟｯｸし、
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2L

【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

ﾌﾟ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、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

ﾌﾟ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、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-121】長良川の天然アジメド
ジョウ・チチコ500g

10,000円

長良川水系で漁獲された天然の
ｱｼﾞﾒﾄﾞｼﾞｮｳとﾁﾁｺをお届け致し
ます。※ｱｼﾞﾒﾄﾞｼﾞｮｳとﾁﾁｺの割
合は漁獲状況によります。他の
魚が少量混じることがあります

【A-122】郡上鮎小10本入500g

15,000円

長良川水系で釣り上げられた郡
上鮎を、「活け越し」をした後
、速やかに1本ずつ真空冷凍し
ます。鮮度抜群で美味しい郡上
鮎を、漁協から直送致します。

ke.imori
テキストボックス
※お取扱い期間: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2022 11 29

岐阜県　郡上市

【B-57】清流長良川の恵みセッ
ト

25,000円

郡上市の長良川水系にて漁獲さ
れた天然魚のｾｯﾄになります。
郡上鮎小ｻｲｽﾞ10本、ｱｼﾞﾒﾄﾞｼﾞｮｳ
とﾁﾁｺ250g、ｱﾏｺﾞ250gをｾｯﾄで郡
上漁協から直送致します。

【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、
一匹ずつ真空ﾊﾟｯｸし急速冷凍し
ました。いつまでも新鮮で美味
しさ抜群です。

【D-17】郡上鮎（冷凍大サイズ1
2尾）

50,000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、
一匹ずつ真空ﾊﾟｯｸし急速冷凍し
ました。いつまでも新鮮で美味
しさ抜群です。

【C-8】和良鮎（冷凍500g）

30,000円

和良川で竿釣りされた最高級の
和良鮎です。一匹ずつ真空ﾊﾟｯｸ
し急速冷凍しました。

【D-16】和良鮎（冷凍１kg）

50,000円

和良川で竿釣りされた最高級の
和良鮎です。一匹ずつ真空ﾊﾟｯｸ
し急速冷凍しました。

【C-39】吉田屋美濃錦うなぎ蒲
焼

40,000円

明治13年から約120年続く、鰻
の蒲焼です。秘伝のたれで焼き
上げ、真空で凝縮しています。
※備考欄に受け取り可能な時間
帯をご記入ください。

【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
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