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【D-15】コルクのつみき（郡上
の木のおもちゃ）

50,000円

郡上八幡で製造されたｺﾙｸの玩
具をお届けします。ｺﾙｸの積み
木は軽くて手触りも良く、角が
あたっても痛くない。安全性が
高く小さなお子様にも最適です

【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ﾌﾟﾘﾝで
す。ひるがの高原産の牛乳とｶﾏ
ﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞ、郡上八幡の地養卵
を使っています。

【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ﾌﾟﾘﾝで
す。ひるがの高原産の牛乳とｶﾏ
ﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞ、郡上八幡の地養卵
を使っています。

【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。

【A-123】ドーナツセット12個入
り

10,000円

ﾔﾏﾈｺﾄﾞｰﾅﾂが、郡上の糀で作っ
た自家製甘酒入りﾄﾞｰﾅﾂ。古代
小麦やきび砂糖、米油など厳選
した材料で手作りしています。
冷凍で発送いたします。

【C-18】郵便局のみまもり訪問
サービス（3か月）

30,000円

郡上市で暮らす親御さんのご自
宅に、郵便局社員等が毎月1回
訪問し、生活状況を確認して、
ご家族様へお知らせします。【
お問合せ先】日本郵便株式会社

【A-105】お墓清掃代行サービス

10,000円

ご先祖様への感謝の気持ちを込
めてお墓を清掃いたします。申
込前に郡上市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰへ
実施可否確認書の提出をお願い
します。

【E-1】石徹白漁協鮎・雑魚共通
年間遊漁証【ふるさと郡上満喫
体験】

20,000円

石徹白漁業協同組合が発行する
鮎・雑魚共通年間遊漁証と交換
できるｸｰﾎﾟﾝです。※遊漁証の
発行方法・発行時期については
、石徹白漁業協同組合まで。

【E-5】郡上漁協雑魚年間遊漁証
【ふるさと郡上満喫体験】

20,000円

郡上漁業協同組合が発行する雑
魚年間遊漁証と交換できるｸｰﾎﾟ
ﾝです。※遊漁証の発行方法・
発行時期については、郡上漁業
協同組合まで。

【F-2】郡上漁協鮎年間遊漁証【
ふるさと郡上満喫体験】

40,000円

郡上漁業協同組合が発行する鮎
年間遊漁証と交換できるｸｰﾎﾟﾝ
です。※遊漁証の発行方法・発
行時期については、郡上漁業協
同組合まで。

【G-4】郡上漁協鮎雑魚共通年間
遊漁証【ふるさと郡上満喫体験
】

60,000円

郡上漁業協同組合が発行する鮎
・雑魚共通年間遊漁証と交換で
きるｸｰﾎﾟﾝです。※遊漁証の発
行方法・発行時期については、
郡上漁業協同組合まで。

【F-3】和良川漁協鮎年間遊漁証
【ふるさと郡上満喫体験】

40,000円

和良川漁業協同組合が発行する
鮎年間遊漁証と交換できるｸｰﾎﾟ
ﾝです。※遊漁証の発行方法・
発行時期については、和良川漁
業協同組合まで。
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【B-51】平日1Rゴルフプレー券

25,000円

鷲ヶ岳高原ｺﾞﾙﾌ倶楽部の、平日
1R専用ｶｰﾄｾﾙﾌﾌﾟﾚｰ(昼食券付)で
す。立木や起伏がある戦略性に
富んだｺｰｽとなります。高鷲IC
より5㎞とｱｸｾｽは抜群。

【C-36】土日祝日プレー券

40,000円

鷲ヶ岳高原ｺﾞﾙﾌ倶楽部の、土日
祝日1R専用ｶｰﾄｾﾙﾌﾌﾟﾚｰ(昼食券
付)です。立木や起伏がある戦
略性に富んだｺｰｽとなります。
高鷲ICより5㎞とｱｸｾｽは抜群。

【A-15】たかすファーマーズ特
選詰め合わせセットA

10,000円

高鷲町で製造された、乳製品ｾｯ
ﾄです。ｶﾁｮｶﾊﾞﾛﾁｰｽﾞ、さけるﾁｰ
ｽﾞ(ﾌﾟﾚｰﾝ・味噌漬)、ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞ
ﾙﾄ150ml×2、ひるがのﾖｰｸﾞﾙﾄ80
g×2、ﾁｰｽﾞｹｰｷﾌﾟﾁ×2。

【B-17】たかすファーマーズ特
選詰め合わせセットB

20,000円

ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ×2、濃厚ﾐﾙｸﾌﾟﾘﾝ
×2、さけるﾁｰｽﾞ、ひるがの高
原牛乳、ﾋﾙｶﾞﾆｱﾝ珈琲、燻りﾁｰｽ
ﾞ、ｶﾁｮｶﾊﾞﾛ、四角いﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ、
あっさりﾌﾟﾘﾝ×4、ﾁｰｽﾞｹｰｷﾌﾟﾁ

【C-13】たかすファーマーズ特
選詰め合わせセットC

30,000円

さけるﾁｰｽﾞ(ﾌﾟﾚｰﾝ×2・ﾍﾟｯﾊﾟｰ
×2・郡上味噌×2)、燻りﾁｰｽﾞ
×2、ｶﾁｮｶﾊﾞﾛﾁｰｽﾞ(ﾌﾟﾚｰﾝ×2･ｽﾓ
ｰｸ×2)、ひるがの高原牛乳、ﾄﾞ
ﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ、あっさりﾌﾟﾘﾝ×2

【A-18】コンフィチュールとお
菓子のアソート

10,000円

障がいがある方たちへの支援に
取り組んでいる、ぶなの木学園
が製造しています。ｺﾝﾌｨﾁｭｰﾙ×
3、かりんとう、ﾐﾙｸﾗｽｸ、ｼﾌｫﾝﾗ
ｽｸ、ｸｯｷｰ×3、ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ×2

【A-19】はぴはぴせっけん

10,000円

廃油を利用した、人にも環境に
も優しいぶなの木学園の石鹸で
す。ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟで持ちやすく、
油汚れ泥汚れに効果抜群！

【A-14】アトリエキク石鹸セッ
ト

15,000円

地元の石鹸工房ｱﾄﾘｴｷｸの、大吟
醸花酵母日本酒(布屋原酒造場)
を使って作られた石鹸のｾｯﾄで
す。

【A-38】特許毛抜きぷちこ

10,000円

SIMIAN合同会社が開発した、ち
ょっと小さめの毛抜きです。細
く短い毛も抜けるよう、工夫を
凝らしてあります。黒・紫・赤
の三色から、お選びください。

【B-12】特許毛抜きアルマイト

20,000円

SIMIAN合同会社が開発した、全
く新しい毛抜き。ｱﾙﾏｲﾄ処理、ｱ
ﾙﾏｲﾄｶﾗｰ等の工程を踏むことで
、耐食性を持たせたﾀｲﾌﾟ。黒・
赤の二色からお選びください。

【B-22】特許毛抜きペックブラ
ック

20,000円

SIMIAN合同会社が開発した毛抜
きです。先端の斜め部分での使
用も可能なので、横向き、鼻･
耳毛等にも利用しやすくなって
います。

【C-12】特許毛抜きアルマイト
革ケース付

30,000円

SIMIAN合同会社が開発した、全
く新しい毛抜き。ｱﾙﾏｲﾄ処理等
を施したものに、地元産の革ｹｰ
ｽがついてきます。
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【C-14】特許毛抜きペックブラ
ック本格革ケース付き

30,000円

SIMIAN合同会社が開発した横向
き、鼻･耳毛等にも利用しやす
い毛抜きです。地元産の革ｹｰｽ
がついてきます。

【A-6】鶏ちゃんセットA

10,000円

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・鶏ちゃんの詰
め合わせです。

【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

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・けいちゃんと
、けいちゃんのﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ
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･ひね)

【A-59】けいちゃんカンパニー
鶏ちゃんセット

15,000円

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・けいちゃんと
、けいちゃんのﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ
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･ひね×2)

【A-119】郡上鶏ちゃん6個セッ
ト

15,000円

わさび屋ｵｽｽﾒの鶏ちゃん6個ｾｯﾄ
です。【もも・胸】250g×3個
、【皮・肝】250g×2個、【ﾊﾂ
・砂肝】250g×1個。

【B-5】鶏ちゃんセットB

20,000円

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・鶏ちゃんの詰
め合わせです。

【C-7】鶏ちゃんセットC

30,000円

郡上のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ・鶏ちゃんの詰
め合わせです。

【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。鶏ちゃんの醤
油味(300g)、「郡上みそ味」(3
00g)、明宝ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ5本。【岐阜
髙島屋】

【A-8】郡上割り箸（100膳）

15,000円

岐阜県郡上市産の杉を使った純
国産の割り箸ｾｯﾄです。杉が本
来もつ色味や、とても良い香り
がすることも大きな特徴です。
50膳入り2箱

【A-3】郡上の地酒

15,000円

郡上の蔵元が醸した、日本酒の
ｾｯﾄです。平野醸造郡上一揆720
m、原酒造花酵母さくら720ml

【B-3】地酒・おつまみセットA

20,000円

郡上の蔵元が醸した、日本酒の
ｾｯﾄです。平野醸造郡上一揆720
ml、原酒造花酵母さくら720ml
、郡上八幡麦酒こぼこぼﾍﾟｰﾙｴｰ
ﾙ330ml、母袋燻り豆腐ｽﾗｲｽ

【C-5】地酒・おつまみセットB

30,000円

平野醸造郡上一揆、平野醸造郡
上おどり吟醸酒、原酒造元文菊
大吟醸、郡上八幡麦酒こぽこぽ
ﾍﾟｰﾙｴｰﾙ、母袋燻り豆腐ｽﾗｲｽ、
時代屋大國葉なんばん中辛
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【A-48】母情大吟醸720ml

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【
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【岐
阜髙島屋】

【B-29】母情大吟醸1.8Ｌ

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【岐
阜髙島屋】

【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。※4月～11月限定

【D-1】市内共通宿泊補助券★

50,000円

郡上市内にある71の宿泊施設で
ご利用いただける宿泊補助券(2
枚)です。この機会にぜひ郡上
市にお越しください。

【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。

【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」のｽｲｰﾂﾌﾟﾗﾝ
を利用できる、お一人様用ﾁｹｯﾄ
です。※詳細は長良川鉄道の観
光列車「ながら」予約ｾﾝﾀｰへお
問い合わせください。

【F-5】ながらスイーツプラン（
ペア）

40,000円

観光列車「ながら」のｽｲｰﾂﾌﾟﾗﾝ
を利用できる、ﾍﾟｱ用ﾁｹｯﾄです
。※詳細は長良川鉄道の観光列
車「ながら」予約ｾﾝﾀｰへお問い
合わせください。

【G-3】ながらランチプラン（シ
ングル）・長良川鉄道写真集

50,000円

観光列車「ながら」のﾗﾝﾁﾌﾟﾗﾝ
を利用できる、お一人様用ﾁｹｯﾄ
と写真集です。※詳細は長良川
鉄道の観光列車「ながら」予約
ｾﾝﾀｰへお問い合わせください。

【H-2】ながらランチプラン（ペ
ア）・長良川鉄道写真集

100,000円

観光列車「ながら」のﾗﾝﾁﾌﾟﾗﾝ
を利用できる、ﾍﾟｱ用ﾁｹｯﾄと写
真集です。※詳細は長良川鉄道
の観光列車「ながら」予約ｾﾝﾀｰ
へお問い合わせください。

【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・真空ﾊﾟｯｸし、
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・真空ﾊﾟｯｸし、
新鮮なうちにお届けします。


