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岐阜県　郡上市

【B-19】キッチン雑貨4点セット

20,000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、
小さなｺｯｸ帽型鍋ﾌﾀつかみ、ﾐﾄﾝ
型鍋つかみ。

【B-20】マルチバスケット2個セ
ット

20,000円

ﾊﾞｯｸﾞ型収納BOXです。やわらか
素材なので、どんなｼｰﾝでも優
しく収納します。大きめLｻｲｽﾞ
の2個ｾｯﾄでのお届けです。

【A-36】フタ付きバケット2個セ
ット

10,000円

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙのように波うつフタ付
きﾊﾞｹｯﾄ。収納BOXとして、簡易
ｽﾂｰﾙとしても使えます。ﾌﾀの耐
荷重は150kgです。ﾆｭｰﾄﾗﾙ(whit
e)L2個。

【A-37】フタ付きバケット3個セ
ット

15,000円

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙのように波うつフタ付
きﾊﾞｹｯﾄ。収納BOXとして、簡易
ｽﾂｰﾙとしても使えます。ﾌﾀの耐
荷重は150kgです。ﾆｭｰﾄﾗﾙ(must
ard)L3個。

【B-21】フタ付きバケット4個セ
ット

20,000円

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙのように波うつフタ付
きﾊﾞｹｯﾄ。収納BOXとして、簡易
ｽﾂｰﾙとしても使えます。ﾌﾀの耐
荷重は150kgです。ﾆｭｰﾄﾗﾙ(navy
)mini、S、L、LL各1個。

【A-78】浅型ポット＆プレート3
サイズ6点セット

10,000円

軽くて耐久性に優れ、資源の節
約や有効利用にもつながる植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・ﾎﾜｲﾄの
3色からお選びください。

【A-79】ハンギングポット3個セ
ット

10,000円

軽くて耐久性に優れ、資源の節
約や有効利用にもつながる植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・ﾎﾜｲﾄの
3色からお選びください。

【A-80】ハンギングポット2サイ
ズ4点セット

15,000円

軽くて耐久性に優れ、資源の節
約や有効利用にもつながる植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・ﾎﾜｲﾄの
3色からお選びください。

【B-32】浅型ポット＆プレート3
サイズ12点セット

20,000円

軽くて耐久性に優れ、資源の節
約や有効利用にもつながる植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・ﾎﾜｲﾄの
3色からお選びください。

【B-33】ハンギングポット5個セ
ット

20,000円

軽くて耐久性に優れ、資源の節
約や有効利用にもつながる植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・ﾎﾜｲﾄの
3色からお選びください。

【C-29】ハンギングポット2サイ
ズ8点セット

30,000円

軽くて耐久性に優れ、資源の節
約や有効利用にもつながる植木
鉢です。ﾅﾁｭﾗﾙ・ﾈｲﾋﾞｰ・ﾎﾜｲﾄの
3色からお選びください。

【A-66】郡上みそごのみ(120g×
4種類)+醤油糀(200g×2個)セッ
ト

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
しました。
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岐阜県　郡上市

【A-64】郡上ペットフードジャ
ーキー

10,000円

ﾍﾟｯﾄが食べやすいようにﾐﾝﾁし
て乾燥した無添加のﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞｼﾞ
ｬｰｷｰ。「鹿肉50g×2」・「鶏と
鯇(あまご)50g×2」

【A-61】郡上ジャーキー

15,000円

郡上市内で捕れたｼﾞﾋﾞｴ肉(鹿肉
)と岐阜県産飛騨牛のｼﾞｬｰｷｰのｾ
ｯﾄです。鹿肉(郡上市産鹿)ｼﾞｬｰ
ｷｰ50g×2袋、牛肉(岐阜県産牛)
ｼﾞｬｰｷｰ50g×1袋

【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

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｣
がﾚﾝｽﾞをしっかり消毒します｡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、携帯に便利な70ml

【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

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、携帯に便利な70
ml。洗浄･保存･ﾀﾝﾊﾟｸ除去が1本
でできるO2ｹｱｱﾐﾉｿﾗ。

【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

O2ｹｱ(240ml×2)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
の洗浄保存液です｡ﾀﾝﾊﾟｸ洗浄は
添付のﾌﾟﾛﾃｵﾌで行い､常に清潔
に保ちましょう｡

【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

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×5)。天然系成分がう
るおい保持｡さらに有効成分が
、ﾚﾝｽﾞをしっかり消毒｡脂質汚
れも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

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×5)。高い洗浄効果や
抗菌成分だけでなく､指先にも
配慮しました｡洗浄･保存･ﾀﾝﾊﾟｸ
除去が1本でできます｡

【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

ﾊｰﾄﾞｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ用ｹｱ用品抗菌O2ｹ
ｱﾐﾙﾌｧ(120ml×5)。洗浄･保存･ﾀ
ﾝﾊﾟｸ除去まで1本ででき､高い洗
浄効果と抗菌成分で、清潔･快
適なｱｲﾗｲﾌをｻﾎﾟｰﾄします｡

【A-62】治郎兵衛調味料セットA

10,000円

郡上みそと朴葉味噌、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)(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。

【A-47】郡上みそ贈答セット【
高島屋選定品】

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。【岐阜髙
島屋】

【A-107】郡上みそのお味噌汁と
郡上みその詰合せ

10,000円

郡上みそのお味噌汁が、ｲﾝｽﾀﾝﾄ
になりました。郡上みそのお味
噌汁5食入り×4袋、郡上みそ1
㎏×2袋。
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岐阜県　郡上市

【A-108】郡上みそのお味噌汁と
郡上たまりの詰合せA

10,000円

大坪醤油の即席お味噌汁と、濃
厚しょうゆのﾎﾞﾄﾙのｾｯﾄです。
郡上みそのお味噌汁5食入り×3
袋、郡上たまり500ml×2本、地
たまり500ml×1本。

【A-109】郡上みそのお味噌汁と
郡上たまりの詰合せB

10,000円

大坪醤油の即席お味噌汁と、濃
厚しょうゆのﾎﾞﾄﾙのｾｯﾄです。
郡上みそのお味噌汁5食入り×6
袋､郡上たまり500ml×1本｡

【B-34】丸昌醸造場おすすめセ
ット【高島屋選定品】

20,000円

食すれば岐阜、懐かしいふるさ
との味わい。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。【岐阜髙島屋】

【C-30】郡上みそ杉樽【高島屋
選定品】

40,000円

「治郎兵衛郡上味噌」は、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。【岐阜髙島屋】

【A-49】なまぷ6個セット【高島
屋選定品】

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
なﾌﾟﾘﾝです。【岐阜髙島屋】

【B-28】なまぷ12個セット【高
島屋選定品】

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
なﾌﾟﾘﾝです。【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【高島屋選…

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。【岐阜髙島屋】

【B-27】飛騨牛モモすき焼き・
しゃぶしゃぶ用【高島屋選定品
】

20,000円

幻想的な美しさの中叙情深い心
にあふれた人々により丹念に育
てられた飛騨牛。美しい霜降り
と、口の中でとろける和牛の味
です。400g【岐阜髙島屋】

【B-30】飛騨牛肩ロース焼肉用
【高島屋選定品】

25,000円

幻想的な美しさの中叙情深い心
にあふれた人々により丹念に育
てられた飛騨牛。美しい霜降り
と、口の中でとろける和牛の味
です。400g【岐阜髙島屋】

【C-19】飛騨牛ロースすき焼き
・しゃぶしゃぶ用【高島屋選定
品】

30,000円

幻想的な美しさの中叙情深い心
にあふれた人々により丹念に育
てられた飛騨牛。美しい霜降り
と、口の中でとろける和牛の味
です。400g【岐阜髙島屋】

【D-19】飛騨牛ステーキ【高島
屋選定品】

50,000円

幻想的な美しさの中叙情深い心
にあふれた人々により丹念に育
てられた飛騨牛。美しい霜降り
と、口の中でとろける和牛の味
です。600g【岐阜髙島屋】

【D-21】飛騨牛詰合せ【高島屋
選定品】

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。【岐阜髙
島屋】
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岐阜県　郡上市

【B-58】飛騨牛極醸ハンバーグ

25,000円

岐阜の豊かな自然の中で育った
「飛騨牛」と、郡上の名水で醸
された「郡上みそ」。二つの旨
味を黄金比率で作り上げた肉汁
あふれる「極み」のﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ。

【C-41】飛騨牛ギフトボックス

30,000円

飛騨牛使用のﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、ｽﾊﾟｲｽｶﾚ
ｰ、しぐれ煮。郡上産の柚子と
青なんばんを使用した柚子胡椒
。※各商品の在庫状況により、
ｾｯﾄ販売不可になります。

【A-102】郡上八幡つみ木であそ
ぼう

10,000円

国産のﾄﾁ材で作られた積み木で
す。積んだり並べたり、親子で
楽しく遊べます。お子様に安全
な塗料を使用しています。全16
ﾋﾟｰｽ※対象年齢：1.5歳から

【C-33】郡上八幡のキューブも
じ積み木

30,000円

ひらがなとｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ、数字がｽｸ
ﾘｰﾝ印刷された積み木。濁音・
半濁音のひらがな,ﾌﾟﾗｽやﾏｲﾅｽ
の記号も入っています。全60ﾋﾟ
ｰｽ※対象年齢：1.5歳から

【B-43】郡上八幡の木のおまま
ごと

25,000円

(株)野首木工所と(有)ｲﾁｼﾏのｺﾗ
ﾎﾞ。手触りのよいﾌﾞﾅ材で作ら
れた木製おままごとｾｯﾄです。
※対象年齢：3歳から。食材玩
具はｾｯﾄに含まれません。

【A-40】KATOMOKU曲げわっぱ掛
け時計

10,000円

「時間を伝える」という時計の
原点に帰り、ｼﾝﾌﾟﾙで見やすく
、木目が美しいｼﾅの曲げわっぱ
を使いどこまでもｸﾘｰﾝなﾃﾞｻﾞｲﾝ
。

【A-41】KATOMOKU少し小さな木
枠時計

10,000円

少し小さなこの時計。空間を邪
魔せず、さりげなく、時間を知
らせてくれる時計になりました
。小さくても時間を一目で判断
できるようになっています。

【A-42】KATOMOKU木製カバー朱
肉・捺印マットセット

15,000円

ｳｫｰﾙﾅｯﾄを使用した「KATOMOKU
木製ｶﾊﾞｰ朱肉」、無垢材の一枚
板にﾏｯﾄ部分には天然皮革を使
った捺印ﾏｯﾄのｾｯﾄです。

【A-43】KATOMOKUシンプルな木
枠電波時計

15,000円

ｼﾝﾌﾟﾙな時計ってどんなんだろ
うか？ｼﾝﾌﾟﾙな時計について、
深く深く考え、追求しました。

【A-90】KATOMOKUまな板、岐阜
の山で採れた天然木コースター

10,000円

「お母さんのお手伝い」をﾃｰﾏ
に制作したまな板と、岐阜県の
木材を使用したｺｰｽﾀｰです。

【A-91】KATOMOKU無垢材の木枠
温湿度計A

10,000円

EMPEX社製の温湿度計を無垢材
の木枠におとしこみました。ﾅﾁ
ｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの2色からお選びく
ださい。(画像の向かって右側
の品物です。110×80×33mm)

【A-92】KATOMOKU無垢材の木枠
温湿度計B

10,000円

EMPEX社製の温湿度計を無垢材
の木枠におとしこみました。ﾅﾁ
ｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの2色からお選びく
ださい。(画像の向かって左側
の品物です。80×80×33mm)


