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【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。大人気ブランド柿の蜂屋柿を贅
沢に干し柿にしました。肉厚でしっ
かり甘い逸品です。

【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。

【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。

【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。(共通温泉利用券2枚つき)https
://www.city.gujo.gifu.jp/life/de
tail/post-720.html

【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

【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・真空パックし、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・真空パックし、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2
リットル

ke.imori
テキストボックス
※お取扱い期間：12月中旬～在庫の限り　現在在庫切れにつき、欠品中です。

ke.imori
テキストボックス
※お取扱い期間：12月中旬～在庫の限り　現在在庫切れにつき、欠品中です。



21219

岐阜県　郡上市

【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。

【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
真空パックし急速冷凍しました。使
い勝手が良く、いつまでも新鮮で美
味しさ抜群です。

【C-10】郡上鮎（冷凍中サイズ15尾
）

40,000円

長良川系で釣れた最高級の郡上鮎で
す。活きた郡上鮎を氷締めし、一匹
ずつ真空パックし、急速冷凍しまし
た。使い勝手が良く、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12尾
）

50,000円

長良川系で竿釣りされた最高級の郡
上鮎です。活きた郡上鮎を氷締めし
、一匹ずつ真空パックし急速冷凍し
ました。使い勝手が良く、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。活きた和良鮎を氷締めし、
一匹ずつ真空パックし、急速冷凍し
ました。冷凍鮎500g前後
8尾入り。

【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。活きた和良鮎を氷締めし、
一匹ずつ真空パックし、急速冷凍し
ました。冷凍鮎１kg前後
14尾入り。

【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。

【A-77】GJ8マンの水

15,000円

「郡上八幡の湧水」GJ8マンラベル
です。水と踊りの町・郡上八幡の水
は、悪を清めるGJ8マン唯一の武器
。石灰岩質の地形で磨かれた水はミ
ネラルが豊富です！（500ml×24本
）
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【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。

【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。

【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）

【C-23】特産品詰合せ(郡上なな里
セット)

30,000円

郡上の各町から厳選した名産品の詰
め合わせです。明方ハム、明宝ハム
瑞峰、奥美濃清流米、白鳥の梅干し
、美並の漬物、母袋燻り豆腐、小那
比茶、カマンベールチーズ、郡上み
そ

【C-20】特産品詰合せ(野菜セット)

30,000円

郡上で育った、新鮮な野菜を厳選し
てお送りいたします。季節に応じた
旬の野菜をお楽しみください。郡上
産季節の野菜、ドレッシング等（4
月～11月限定）

【C-25】特産品詰合せ(どぶろくセ
ット)

40,000円

どぶろく特区に指定された、大和町
より。どぶろく奥の奥(白)720ml、
どぶろく奥の奥(紅)720ml、どぶろ
く大和歌魅(甘口)720ml、どぶろく
大和歌魅(辛口)720ml、手造り自然
食品「みそごのみ」(くるみ)、手造
り自然食品「みそごのみ」(ふきの
とう)、母袋燻り豆腐スライス

【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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