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【A-61】郡上ジャーキー

15,000円

郡上市内で捕れたジビエ肉（鹿肉）
と岐阜県産飛騨牛のジャーキーのセ
ットです。鹿肉（郡上市産　鹿）ジ
ャーキー50g×2袋、牛肉（岐阜県産
牛）ジャーキー50g×1袋

【A-64】郡上ペットフードジャーキ
ー

10,000円

ペットが食べやすいようにミンチし
て乾燥した無添加のペットフードジ
ャーキー。「鹿肉50g×2」・「鶏と
鯇（あまご）50g×2」

【A-65】新・発酵飲料　はだ恵り

15,000円

飲む点滴として愛されてきた米糀甘
酒をベースに、丁寧に育てた国産米
を3種類の米糀と2種類の酵素でじっ
くり発酵させ、香り豊かなハーブや
果物の優しい風味で仕上げた新・発
酵飲料です。「はだ恵り～楽～」「
はだ恵り～温～」「1才からのはだ
恵り」

【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-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。

【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

【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｡
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【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-48】母情　大吟醸

10,000円

上品な香りと、淡麗でなめらかな味
わい。冷やして飲むと、更に旨味が
際立てます。720ml【商品提供先：
岐阜髙島屋】

【A-55】母情　純米吟醸

15,000円

奥長良川の清んだ弱軟水の地下水を
仕込み水として、日本酒の純粋な旨
さを感じられる、芳醇なやや辛口の
味わい。1.8L【商品提供先：岐阜髙
島屋】

【B-29】母情　大吟醸

20,000円

上品な香りと、淡麗でなめらかな味
わい。冷やして飲むと、更に旨味が
際立てます。1.8L【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】

【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
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【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-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
】

【B-27】飛騨牛モモ
すき焼き・しゃぶしゃぶ用

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【商品
提供先：岐阜髙島屋】

【B-30】飛騨牛肩ロース　焼肉用

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【商品
提供先：岐阜髙島屋】

【C-19】飛騨牛ロース
すき焼き・しゃぶしゃぶ用

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【商品
提供先：岐阜髙島屋】

【D-19】飛騨牛ステーキ

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。飛騨牛ステ
ーキ3枚(600g)【商品提供先：岐阜
髙島屋】

【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】
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【A-56】心屋郡八ぷりん6個セット

10,000円

岐阜県郡上市八幡町の城下町にある
料理屋、心屋郡八が一つ一つ心を込
めて作った無添加のプリンです。田
中茶舗謹製極上ほうじ茶を贅沢に使
用したほうじ茶プリン3個と母袋工
房謹製母袋豆腐を使用した豆腐プリ
ン3個のセットです。

【A-57】心屋郡八ぷりん10個セット

15,000円

岐阜県郡上市八幡町の城下町にある
料理屋、心屋郡八が一つ一つ心を込
めて作った無添加のプリンです。田
中茶舗謹製極上ほうじ茶を贅沢に使
用したほうじ茶プリン5個と母袋工
房謹製母袋豆腐を使用した豆腐プリ
ン5個のセットです。

【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-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-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

【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-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、シンプルで見やすく、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デザイン。2枚
のベニヤ板を丸く接着・成型する、
「曲げわっぱ」の技法が用いられて
います。

【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。文字盤デザ
インを簡素化することにより、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「KATOMO
KU木製カバー朱肉」、無垢材の一枚
板にマット部分には天然皮革を使っ
た「KATOMOKU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

シンプルな時計ってどんなんだろう
か？シンプルな時計について、深く
深く考え、追求しました。
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