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岐阜県　郡上市

【A-115】明宝フランク・明宝ハ
ム詰め合わせ

10,000円

明宝特産物加工の、ﾊﾑとﾌﾗﾝｸﾌﾙ
ﾄのｾｯﾄ。明宝ﾌﾗﾝｸ40g×5本×2ﾊ
ﾟｯｸ、明宝ﾊﾑ360g×1。

【A-116】明宝ハム2本と明宝ハ
ムソフト1本入

15,000円

明宝特産物加工の、ﾊﾑ3本ｾｯﾄ。
明宝ﾊﾑ360g×2、明宝ﾊﾑｿﾌﾄ350g
×1。

【A-67】郡上特選ハムA

10,000円

郡上市を代表するおみやげ、ﾌﾟ
ﾚｽﾊﾑのｾｯﾄです。明宝ﾊﾑ、明方ﾊ
ﾑ、醤油ﾌﾗﾝｸ。

【B-1】郡上特選ハムB

20,000円

郡上市を代表するおみやげ、ﾌﾟ
ﾚｽﾊﾑのｾｯﾄです。明宝ﾊﾑ、明方ﾊ
ﾑ、醤油ﾌﾗﾝｸ、明宝ｹﾁｬｯﾌﾟ、明
宝ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ。

【B-47】明宝ハム3種類とソーセ
ージ2種類の5本入

20,000円

明宝特産物加工の、ﾊﾑとｿｰｾｰｼﾞ
5本ｾｯﾄ。明宝ﾊﾑ360g×1、明宝ﾊ
ﾑｿﾌﾄ350g×1、瑞峰360g×1、ﾎﾟ
ｰｸｿｰｾｰｼﾞ300g×1、ﾊﾟｾﾘｿｰｾｰｼﾞ3
00g×1。

【B-48】明宝ハム3本とスモーク
ドハム、ポークソーセージ各1本
の5本入

20,000円

明宝特産物加工の、ﾊﾑとｿｰｾｰｼﾞ
5本ｾｯﾄ。明宝ﾊﾑ360g×3、ｽﾓｰｸﾄ
ﾞﾊﾑ280g×1、ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ300g×
1。

【B-49】明宝ハム4種類とソーセ
ージ1種類の5本入

20,000円

明宝特産物加工の、ﾊﾑとｿｰｾｰｼﾞ
5本ｾｯﾄ。明宝ﾊﾑ360g×1、明宝ﾊ
ﾑｿﾌﾄ350g×1、瑞峰360g×1、ｽﾓ
ｰｸﾄﾞﾊﾑ280g×1、ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ300
g×1。

【B-50】プレミアムハムナイフ
ギフトセット

25,000円

明宝ﾊﾑと刃物ﾒｰｶｰの技術のｺﾗﾎﾞ
。明宝ﾊﾑ360g×1、吉寶350g×1
、ﾊﾑ用に誂えられたﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾑﾅｲ
ﾌ×1。※お届けまでにお時間を
いただく場合があります。

【C-1】郡上特選ハムC

30,000円

ﾌﾟﾚｽﾊﾑのｾｯﾄです。明宝ﾊﾑ×2、
明方ﾊﾑ×2、醤油ﾌﾗﾝｸ、明宝ｽﾓｰ
ｸｿｰｾｰｼﾞ、明宝ｹﾁｬｯﾌﾟ、明宝ﾎﾞﾛ
ﾆｱｿｰｾｰｼﾞ。

【C-22】特産品詰合せ(ハムセッ
ト)

40,000円

明宝ﾊﾑ、明方ﾊﾑ、明方ﾍﾙｼｰﾎﾟｰｸ
ﾊﾑ、明宝瑞宝ﾊﾑ、醤油ﾌﾗﾝｸ、明
宝ｽﾓｰｸﾄﾞﾊﾑ、明方ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ
、明宝ﾊﾟｾﾘｿｰｾｰｼﾞ、明方ｳｲﾝﾅｰ
あらびき、明宝ｹﾁｬｯﾌﾟ。

【C-35】めいほうの風2本入

30,000円

明宝ﾊﾑﾗｲﾝﾅｯﾌﾟの中でも最高峰
。めいほうの風700g×2。※お
届けまでにお時間をいただく場
合があります。

【A-50】明宝ハム・ソーセージ
の3本詰合せ【高島屋選定品】

10,000円

良質な国産豚肉のみを使用し、
ほとんどの工程を手作業で丁寧
に作っています。明宝ﾊﾑ(360g
×2)、ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ(300g×1)【
岐阜髙島屋】
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岐阜県　郡上市

【A-53】明宝ハム・トマトケチ
ャップの3本詰合せ【高島屋選定
品】

15,000円

明宝を代表する明宝ﾊﾑとﾄﾏﾄｹﾁｬ
ｯﾌﾟです。明宝ﾊﾑ(360g×2)、ﾄﾏ
ﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(300g)。【岐阜髙島屋
】

【A-87】明方ハム2本・ボロニア
ソーセージ1本セット【高島屋選
定品】

15,000円

明方ﾊﾑと同じ材料で、より食べ
やすく柔らかく作り上げたﾎﾞﾛﾆ
ｱｿｰｾｰｼﾞをｾｯﾄにしました。食感
の違いをお楽しみ下さい。【岐
阜髙島屋】

【B-26】明宝ハム5本セット【高
島屋選定品】

20,000円

作り始めて半世紀。当時とかわ
らぬ本物の味。昔ながらの製法
にこだわり、作り続けています
。【岐阜髙島屋】

【B-35】明方ハム5本セット【高
島屋選定品】

25,000円

旨みをｷﾞｭ～と凝縮した郡上土
産定番のﾊﾑです。しっかりとし
た歯応えを色々な料理で味わっ
て下さい。【岐阜髙島屋】

【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ﾄﾞｹｰｽで
す。※写真はｲﾒｰｼﾞです。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
。※写真はｲﾒｰｼﾞです。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ﾎﾟｰﾁです。
※写真はｲﾒｰｼﾞです。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。
※写真はｲﾒｰｼﾞです。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
。※写真はｲﾒｰｼﾞです。実物は1
つ1つ色や模様等異なります。

【D-20】郡上紬テーブルセンタ
ー（小）

50,000円

絹手紡ぎ糸を草木染めで先染め
をし、手織りで織っています。
※写真はｲﾒｰｼﾞです。実物は1つ
1つ色や模様等異なります。

【S-5】郡上紬テーブルセンター
（大）

200,000円

絹手紡ぎ糸を草木染めで先染め
をし、手織りで織っています。
※写真はｲﾒｰｼﾞです。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「ｼﾞ
ｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ」で、お部屋を彩って
みましょう。
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岐阜県　郡上市

【B-44】郡上本染テーブルセン
ター波に鯉

25,000円

天然藍で濃紺に染め上げたﾃｰﾌﾞ
ﾙｾﾝﾀｰで、鯉が波に跳ねている
躍動感のある図柄です。長く使
うほどに紺色から青色へと変化
します。

【B-45】郡上本染テーブルセン
ター手鞠

25,000円

天然藍で濃紺に染め上げたﾃｰﾌﾞ
ﾙｾﾝﾀｰで、かわいい手鞠の図柄
です。長く使うほどに紺色から
青色へと変化します。

【C-2】郡上本染テーブルセンタ
ー鯉

30,000円

#N/A

【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「ｼﾞ
ｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ」で、お部屋を彩って
みましょう。

【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「ｼﾞ
ｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ」で、お部屋を彩って
みましょう。

【C-34】郡上本染テーブルセン
ター花柄

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「ｼﾞ
ｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ」で、お部屋を彩って
みましょう。

【S-6】郡上本染額絵黄腹鯉

200,000円

力強い色彩の鯉が印象的な端午
の節句や五月に飾るのに人気な
図柄です。昔ながらの染め方で
製作しています。

【S-7】郡上本染額絵雛人形

200,000円

桃の節句に飾るのに人気な図柄
です。雛人形は、とてもかわい
い表情をしています。昔ながら
の染め方で製作しています。

【S-8】郡上本染タペストリー兜
【高島屋選定品】

150,000円

深い藍に力強く輝く兜。手描き
で兜を描いて朱・黄で彩色し、
天然藍に何度も浸して濃紺に染
めました。【岐阜髙島屋】

【S-9】郡上本染タペストリー黄
腹鯉【高島屋選定品】

150,000円

色鮮やかに勢いよく泳ぐ五月鯉
をお部屋に。端午の節句のお祝
いに、また、五月の風物詩のお
飾りにご利用下さい。【岐阜髙
島屋】

【S-10】郡上本染タペストリー
鯉の滝登り【高島屋選定品】

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【高島屋選定品】

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】

ke.imori
テキストボックス
※お取扱い期間:在庫の限り

ke.imori
テキストボックス
※お取扱い期間:在庫の限り

ke.imori
テキストボックス
※お取扱い期間:在庫の限り

ke.imori
テキストボックス
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「ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰ」で、お部屋を彩ってみましょう。



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

【S-12】郡上本染タペストリー
岐阜地鶏【高島屋選定品】

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【高島屋選定品】

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【高島屋選定品】

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【高島屋選定品】

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【高島屋選定品】

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。

【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。


