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【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2
リットル

【B-4】こしひかりセットB

20,000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5kg、丸昌醸造
甘酒、畑中商店　宝暦みそ、丸昌醸
造味一番溜まり醤油、米こうじ

【C-6】こしひかりセットC

30,000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5kg×2、畑中商店
宝暦みそ、丸昌醸造　味一番溜まり
醤油、米こうじ、甘酒、鮎みそ

【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

Plumnature（プラムナチュール）の
梅干し・赤しそのセットです。ご飯
のお供にはもちろん、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

Plumnature（プラムナチュール）の
梅干し・赤しそのセットです。ご飯
のお供にはもちろん、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-11】踊りしるこ・文吉菓子セッ
ト

10,000円

水と踊りの町郡上八幡を代表するお
みやげの一つである踊りしること、
大和町の菓子工房文吉お手製のお菓
子のセットです。文吉菓子セットは
、季節によって内容が変わります。
踊りしるこ1箱、菓子工房文吉160円
菓子4種・各2個、菓子工房文吉170
円菓子1種・2個

【A-12】こととい最中アイスセット

10,000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。
全9種（季節によって変動あり）・1
0個入り

【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

冷涼な高鷲町で製造された、乳製品
セットです。カチョカバロチーズ、
さけるチーズプレーン、さけるチー
ズ郡上味噌漬、ドリンクヨーグルト
150ml×2、ひるがのヨーグルト80g
×2、チーズケーキプチ×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

冷涼な高鷲町で製造された、乳製品
セットです。ドリンクヨーグルト15
0ml×2、濃厚ミルクプリン85g×2、
プレミアムヨーグルト80g×2（現在
製造を中止しております。代替商品
をお届けします。）、ひるがの高原
牛乳200ml、ヒルガニアン珈琲180ml
、燻りチーズ100g、カチョカヴァロ
チーズ140g、四角いバームクーヘン
、あっさりプリン70g×4、チーズケ
ーキプチ×2

【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

冷涼な高鷲町で製造された、乳製品
セットです。さけるチーズプレーン
50g×2、さけるチーズペッパー50g
×2、さけるチーズ郡上味噌漬50g×
2、燻りチーズ100g×2、カチョカヴ
ァロチーズ140g×2、カチョカヴァ
ロチーズ（スモーク）140g×2、ひ
るがの高原牛乳900ml、ドリンクヨ
ーグルト750ml、あっさりプリン70g
×2

【A-9】ひるがのセット

10,000円

冷涼な高鷲町の「ひるがの」の恵み
をご堪能ください。ひるがの高原い
ちごじゃむ、ひるがの高原のおろし
カルパドレッシング、ひるがのjam
畑ブルーベリー、ひるがの高原牛乳
クッキー、ひるがの高原フロマージ
ュ
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【A-13】多季スイーツセット

10,000円

白鳥町の居酒屋、料理色彩・多季で
作られたスイーツのセットです。本
わらびもち、ミルクわらびもち、リ
ンゴゼリー、ブラマンジェ、ひるが
の苺ドレッシング

【A-52】郡上産お茶と苺のプリン8
個セット

15,000円

郡上産のほうじ茶と西尾の抹茶ゼリ
ーの2層ぷりん4個と、ひるがの苺を
贅沢に使った濃厚なプリン4個です
。どちらもひるがの牛乳を使用して
います。【商品提供先：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プ
リンです。(120g×6)【商品提供先
：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プ
リンです。(120g×12)【商品提供先
：岐阜髙島屋】

【A-32】郡上の美味しくて濃いプリ
ン6個入りギフトセット

10,000円

郡上市の素材を盛り込んだ、とても
なめらかでコクのあるプリンです。
ひるがの高原産の牛乳とカマンベー
ルチーズ、郡上八幡の地養卵を使っ
ています。6個入り。

【B-18】郡上の美味しくて濃いプリ
ン12個入りギフトセット

20,000円

郡上市の素材を盛り込んだ、とても
なめらかでコクのあるプリンです。
ひるがの高原産の牛乳とカマンベー
ルチーズ、郡上八幡の地養卵を使っ
ています。12個入り。

【A-24】IROIROITOSHIROドライフル
ーツセットA

10,000円

蜜柑せんべえ、日向夏せんべえ、郡
上りんごチップス、岐阜富有柿チッ
プス、ほらどキウイチップス、石徹
白つぶもろこし

【B-15】IROIROITOSHIROドライフル
ーツセットB

20,000円

蜜柑せんべえ×2袋、紅はるか干し
芋×2袋、日向夏せんべえ、郡上り
んごチップス、岐阜富有柿チップス
、ほらどキウイチップス、石徹白つ
ぶもろこし、郡上いちご

【A-25】農園サユールイトシロ加工
品セットA

10,000円

農園サユールイトシロは、一貫して
肥料にも農薬にも頼らず、自然栽培
で野菜をつくってきました。地元で
採れた唐辛子を使ったソースなどを
中心とした加工品作りにも力を入れ
ています。ゆずサルサ、サルサヴェ
ルデ、オレンジホットソース、野草
のジェノベーゼ

【B-16】農園サユールイトシロ加工
品セットB

20,000円

農園サユールイトシロは、自然栽培
で野菜をつくってきました。地元で
採れた唐辛子を使った加工品作りに
も力を入れています。ゆずサルサ、
サルサヴェルデ、野草のジェノベー
ゼおまかせ2本セット、ホットソー
ス3種セット（オレンジホットソー
ス、レッドホットソース、グリーン
ホットソース）

【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
らミツバ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。百花蜂蜜20
0g×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
らミツバ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。百花蜂蜜60
0g×2
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【A-18】コンフィチュールとお菓子
のアソート

10,000円

知的、身体に障がいがある方たちへ
の支援の仕組みつくりに取り組んで
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本、かりん
とう1袋、ミルクラスク1袋、シフォ
ンラスク1袋、クッキー3袋、パウン
ドケーキ2枚

【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-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-38】特許毛抜き　ぷちこ

10,000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、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
色がありますので、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。

【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

【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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【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。※写真はイメージです。実物は
1つ1つ色や模様等異なります。

【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。※
写真はイメージです。実物は1つ1つ
色や模様等異なります。

【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。※
写真はイメージです。実物は1つ1つ
色や模様等異なります。

【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。
※写真はイメージです。実物は1つ1
つ色や模様等異なります。

【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。※
写真はイメージです。実物は1つ1つ
色や模様等異なります。

【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）

【C-26】郡上本染テーブルセンター
獅子頭

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
獅子頭（縦約33cm、横約43cm）

【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
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