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【A-85】明宝家セット

10,000円

明宝家の定番商品。鶏ちゃんと豚ち
ゃんのセットになります。おつまみ
、おかずにどうぞ。【商品提供先：
岐阜髙島屋】

【A-86】郡上産ドライトマトのオリ
ーブオイル漬け＆ローストナッツの
蜂蜜漬け

10,000円

郡上産のﾐﾆﾄﾏﾄを自家製ﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄにし
、ﾆﾝﾆｸ、ﾊｰﾌﾞと共にｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ漬けに
。香ばしく焼き上げた3種のﾅｯﾂの蜂
蜜漬けとｾｯﾄにしました。朝食に、ﾜ
ｲﾝやお酒の供にどうぞ。【商品提供
先：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

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ボロニアソ
ーセージをセットにしました。食感
の違いをお楽しみ下さい。【商品提
供先：岐阜髙島屋】

【A-88】ひるがの高原乳製品セット

15,000円

長良川の源流水、豊かな自然環境の
中でのびのびと育った牛から搾乳し
た、良質な牛乳を使った乳製品セッ
トです。【商品提供先：岐阜髙島屋
】

【B-34】丸昌醸造場おすすめセット

20,000円

食すれば岐阜、懐かしいふるさとの
味わい。岐阜はその名の通り山や木
々そして水に恵まれた美しい土地。
古来その風土に育まれた味をお召し
上がり下さい。【商品提供先：岐阜
髙島屋】

【B-35】明方ハム5本セット

25,000円

旨みをギュ～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。
【商品提供先：岐阜髙島屋】

【C-30】郡上みそ　杉樽

40,000円

「治郎兵衛　郡上味噌」は赤味噌で
も白味噌でもなく、郡上の地味噌と
よばれる味噌です。麦こうじと大豆
こうじを使用する独自の製法で、他
に類を見ないこの地ならではの特徴
的な味噌です。【商品提供先：岐阜
髙島屋】

【D-21】飛騨牛詰合せ

50,000円

岐阜県が誇る飛騨牛は柔らかく、口
の中でとろけるような食感が堪能い
ただけます。【商品提供先：岐阜髙
島屋】

【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-89】郡上白鳥のおいしい水

10,000円

「郡上白鳥のおいしい水」は、長良
川上流域の良質な水源から採水して
います。ﾉｰﾍﾞﾙ郡上工場で製造して
いるｵﾘｼﾞﾅﾙ乳酸菌飲料とﾖｰｸﾞﾙﾄにも
使用しています。500ml×24本。※
直射日光、高温多湿の場所を避けて
保存してください。

【A-60】郡上高鷲のりんご

10,000円

標高900メートルひるがの高原で太
陽をいっぱい浴びて育ったりんごで
す！※天候により出荷時期が前後す
る場合があります。
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【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。先代の宗
廣力三氏は人間国宝に指定されてい
ます。※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-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。先代の宗
廣力三氏は人間国宝に指定されてい
ます。※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。

【A-83】うまば農園
踊るトマトソース

10,000円

うまば農園の濃い味完熟ﾄﾏﾄを、郡
上おどりをｲﾒｰｼﾞした美味しいﾄﾏﾄｿｰ
ｽにしました。ﾊﾟｽﾀはもちろんﾋﾟｻﾞ
や肉のｿｰｽなど幅広くお使いいただ
けます。まったり奥深い味わいの「
かわさき」×2。跳ねるようなﾋﾟﾘ辛
「春駒」×1。※開封後は冷蔵庫で
保存してください

【A-84】うまば農園　踊るトマトソ
ースとピンバッジとトマトマグネッ
ト

10,000円

うまば農園の濃い味完熟ﾄﾏﾄを、郡
上おどりをｲﾒｰｼﾞした美味しいﾄﾏﾄｿｰ
ｽにしました。まったりと奥深い味
わいの「かわさき」×1、跳ねるよ
うなﾋﾟﾘ辛「春駒」×1、「郡上のな
～ﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ」×3、ｻﾝﾌﾟﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ・い
わさきの「ﾄﾏﾄﾏｸﾞﾈｯﾄ」×1。※開封
後は冷蔵庫で保存してください

【A-81】郡上産ジビエ
鹿肉やわらか仕込み

10,000円

清流吉田川の源流エリア、郡上市明
宝地区。その豊かな森と清流で育っ
た安全安心でくさみのない美味しい
明宝ジビエを、郡上の銘酒「母情」
の酒粕で、さらにやわらかに仕上げ
た逸品です。220g×2。※しっかり
解凍し、加熱調理してお召し上がり
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

郡上市明宝地区の安全安心でくさみ
のない美味しい明宝ジビエです。郡
上の銘酒「母情」の酒粕でさらにや
わらかに仕上げた鹿肉やわらか仕込
み(220g×1)。天然鹿肉、猪肉を100
％使用した明宝ジビエフランク(40g
×4本入り×1)。※解凍後、加熱調
理してください。

【A-66】てづくり自然食品
郡上みそごのみ

10,000円

てづくりの米糀みそに、とうがらし
・ゆず・ふきのとう・くるみの4種
類(80g・各2個)を季節の味として取
り入れ、蒸気殺菌した「郡上みそご
のみ」です。あつあつのご飯、湯と
うふ、生野菜、餅、フライ等につけ
て、酒の肴としてお召し上がりくだ
さい。

【A-47】郡上みそ贈答セット

10,000円

郡上みそ発祥の蔵元。代々受け継が
れる昔ながらの製法で醸造された郡
上みそは時代に流されない思い出の
味です。郡上みそ1kg×2、郡上たま
りペット500ml×2、地たまりペット
500ml×1【商品提供先：岐阜髙島屋
】

【A-62】治郎兵衛　調味料セットA

10,000円

郡上みそとその味噌を使用した朴葉
味噌、だし入り味一番醤油、何でも
使える万能つけ味噌、そして今人気
急上昇の鶏ちゃん焼きを手軽に作れ
る調味料のセットです。

【A-63】治郎兵衛　調味料セットB

10,000円

郡上みそと塩分控えめ治郎兵衛みそ
（麦）、塩分控えめ治郎兵衛みそ（
米）、郡上たまりとだし入り味一番
醤油、何でも使える万能つけ味噌の
セットです。

【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）

【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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【A-69】メニコン　ソフトコンタク
トレンズ用ケア用品3本＋携帯用

10,000円

ﾒﾆｺﾝのｿﾌﾄｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品ｴﾋﾟｶｱｸ
ｱﾓｱ310ml×3本と携帯に便利な70ml
のｾｯﾄです｡天然系成分がうるおい保
持｡さらに有効成分｢塩酸ﾎﾟﾘﾍｷｻﾆﾄﾞ｣
がｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞをしっかり消毒します｡
ﾚﾝｽﾞの脂質汚れも､植物原料の洗浄
成分がしっかり洗浄します｡

【A-70】メニコン　ハードコンタク
トレンズ用ケア用品3本＋携帯用

10,000円

ﾒﾆｺﾝのﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品O2ｹｱｱ
ﾐﾉｿﾗ120ml×3本と携帯に便利な70ml
のｾｯﾄです｡高い洗浄効果や抗菌成分
だけでなく､ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞをｹｱする指先
への優しさにもこだわったﾒﾆｺﾝ｢O2ｹ
ｱｱﾐﾉｿﾗ｣｡洗浄･保存･ﾀﾝﾊﾟｸ除去が1本
ででき､快適なｱｲﾗｲﾌをｻﾎﾟｰﾄします｡

【A-71】メニコン　ハードコンタク
トレンズ用ケア用品2本＋タンパク
除去剤

10,000円

ﾒﾆｺﾝのO2ｹｱは､酸素透過性ﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄ
ﾚﾝｽﾞ&ﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用の洗浄保存液
で､ﾛﾝｸﾞｾﾗｰの人気商品です｡毎日欠
かせないﾀﾝﾊﾟｸ洗浄は添付のﾌﾟﾛﾃｵﾌ
で行い､常にきれいな状態を保ちま
しょう｡

【A-72】メニコン　ソフトコンタク
トレンズ用ケア用品5本

15,000円

ﾒﾆｺﾝのｿﾌﾄｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品ｴﾋﾟｶｱｸ
ｱﾓｱ310mlの5本ｾｯﾄです｡天然系成分
がうるおい保持｡さらに有効成分｢塩
酸ﾎﾟﾘﾍｷｻﾆﾄﾞ｣が、ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞをしっ
かり消毒します｡ﾚﾝｽﾞのくもりの原
因にもなる脂質汚れも､植物原料の
洗浄成分がしっかり洗浄します｡

【A-73】メニコン　ハードコンタク
トレンズ用ケア用品5本A

15,000円

ﾒﾆｺﾝのﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品O2ｹｱｱ
ﾐﾉｿﾗ120mlの5本ｾｯﾄです｡高い洗浄効
果や抗菌成分だけでなく､ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ
をｹｱする指先への優しさにもこだわ
ったﾒﾆｺﾝ｢O2ｹｱｱﾐﾉｿﾗ｣｡洗浄･保存･ﾀﾝ
ﾊﾟｸ除去が1本ででき､快適なｱｲﾗｲﾌを
ｻﾎﾟｰﾄします｡

【A-74】メニコン　ハードコンタク
トレンズ用ケア用品5本B

15,000円

ﾒﾆｺﾝのﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品抗菌O
2ｹｱﾐﾙﾌｧ120mlの5本ｾｯﾄです｡ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝ
ｽﾞは簡単にｹｱしたい。でもしっかり
した洗浄力も欲しい｡洗浄･保存･ﾀﾝﾊ
ﾟｸ除去まで1本でできるﾒﾆｺﾝ｢抗菌O2
ｹｱﾐﾙﾌｧ｣は､高い洗浄効果と抗菌成分
で、より清潔･快適なｱｲﾗｲﾌをｻﾎﾟｰﾄ
します｡

【A-51】めいほう鶏ちゃん＆明宝フ
ランクフルトセット

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。郡上市明宝地域
の郷土料理、鶏ちゃんの醤油味(300
g)と、地元「郡上みそ味」(300g)に
、プリッとしてボリューム満点の明
宝フランクフルト5本を詰合せまし
た。【商品提供先：岐阜髙島屋】

【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

郡上のソウルフード・けいちゃんと
、けいちゃんのフランクフルトソー
セージです。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】、郡上け
いちゃん【ひね】

【A-59】けいちゃんカンパニー鶏ち
ゃんセット

15,000円

郡上のソウルフード・けいちゃんと
、けいちゃんのフランクフルトソー
セージです。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、郡上けいちゃん【ひ
ね】×2

【A-6】鶏ちゃんセットA

10,000円

郡上のソウルフード・鶏ちゃんの詰
め合わせです。郡上大和の鶏ちゃん
（若鶏）、郡上大和の鶏ちゃん（ピ
リ辛）、牧歌の里鶏ちゃん(ごまみ
そ風味)、牧歌鶏ちゃん(塩バジル風
味)

【B-5】鶏ちゃんセットB

20,000円

郡上のソウルフード・鶏ちゃんの詰
め合わせです。郡上大和の鶏ちゃん
（若鶏）、郡上大和の鶏ちゃん（ピ
リ辛）、めいほう鶏ちゃん、牧歌の
里鶏ちゃん(塩バジル風味)、丸忠け
ーちゃん地みそ味、フクハチ奥美濃
ケイちゃん、吉田屋のかわきも

【C-7】鶏ちゃんセットC

30,000円

鶏ちゃんの詰め合わせです。郡上大
和の鶏ちゃん若鶏×３、郡上大和の
鶏ちゃんピリ辛×３、めいほう鶏ち
ゃん、牧歌の里鶏ちゃん(塩バジル
風味)、牧歌の里鶏ちゃん(ごまみそ
風味)、丸忠けーちゃん地みそ味、
フクハチ奥美濃鶏ちゃん、吉田屋の
かわきも、ミズホ食品地ものけいち
ゃん（地みそ味）、ミズホ食品塩麹
鶏ちゃん
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【A-50】明宝ハム・ソーセージの3
本詰合せ

10,000円

岐阜県民の大好きな明宝ハムは、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一本一本丁寧に
作っています。おなじみの明宝ハム
(360g×2)と、ピリッとした味わい
のポークソーセージ(300g×1)の詰
合せです。【商品提供先：岐阜髙島
屋】

【B-26】明宝ハム5本セット

20,000円

作り始めて半世紀。当時とかわらぬ
本物の味。素朴さ守るハムの味、明
宝ハムは、昔ながらの製法にこだわ
り、どこか懐かしさを感じさせるシ
ンプルな味付けを守って作り続けて
います。【商品提供先：岐阜髙島屋
】

【A-29】明宝ハム・ソーセージの3
本詰合せ（GJ8マンパッケージ）

10,000円

郡上市名産・明宝ハムのセットです
。明宝ハム、GJ8マンハム、ポーク
ソーセージ

【A-30】明宝ハム・ソーセージの5
本詰合せ

15,000円

郡上市名産・明宝ハムのセットです
。明宝ハム、GJ8マンハム、ポーク
ソーセージ、スモークソーセージ、
パセリソーセージ

【A-67】郡上特選ハムA

10,000円

郡上市を代表するおみやげ、プレス
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、プレス
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
プ、明宝ボロニアソーセージ

【C-1】郡上特選ハムC

30,000円

郡上市を代表するおみやげ、プレス
ハムのセットです。明宝ハム×2本
、明方ハム×2本、醤油フランク、
明宝スモークソーセージ、明宝ケチ
ャップ、明宝ボロニアソーセージ

【C-22】特産品詰合せ(ハムセット)

40,000円

郡上市のプレスハムのセットです。
明宝ハム、明方ハム、明方ヘルシー
ポークハム、明宝瑞宝ハム、醤油フ
ランク、明宝スモークドハム、明方
ボロニアソーセージ、明宝パセリソ
ーセージ、明方ウインナーあらびき
、明宝ケチャップ

【A-53】明宝ハム・トマトケチャッ
プの3本詰合せ

15,000円

明宝を代表するハムとトマトケチャ
ップです。熟練の職人たちにより、
昔ながらの製法で作り続けている明
宝ハム(360g×2)と、明宝のおっか
さんによる岐阜県産トマトだけ作っ
たトマトケチャップ(300g)の詰合せ
です。【商品提供先：岐阜髙島屋】

【A-54】明宝トマトケチャップ5本
詰合せ

15,000円

岐阜県産トマト100％使用。トマト
の選別・洗い・煮込み・瓶詰めまで
すべて女性の手作業で作られたトマ
トケチャップ(300g×5)です。添加
物を一切使用していないためトマト
の風味がそのまま伝わってきます。
【商品提供先：岐阜髙島屋】

【A-46】明宝レディースセット

10,000円

岐阜県産トマト100％使用。明宝レ
ディースが手掛ける、岐阜県産トマ
ト100％使用した人気商品の詰合せ
セットです。明宝トマトケチャップ
300g×2、明宝とまとジャム170g×1
、ケチャドレ150ml×2【商品提供先
：岐阜髙島屋】

【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


