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岐阜県　郡上市

【P-8】INFINIXジャズ1.0mm【ギ
ターピック】

30,000円

INFINIX(ｲﾝﾌｨﾆｯｸｽ)使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸｼﾞｬｽﾞ。滑り止め
の有るものと無いものがありま
すので、ご希望の際には選択し
てください。

【P-9】INFINIXジャズ1.2mm【ギ
ターピック】

30,000円

INFINIX(ｲﾝﾌｨﾆｯｸｽ)使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸｼﾞｬｽﾞ。滑り止め
の有るものと無いものがありま
すので、ご希望の際には選択し
てください。

【P-10】D-801三角0.6mm【ギタ
ーピック】

20,000円

DURACON(ｼﾞｭﾗｺﾝ)使用の、郡上
のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ三角。滑り止めの有
るものと無いものがありますの
で、ご希望の際には選択してく
ださい。

【P-11】D-801三角0.8mm【ギタ
ーピック】

20,000円

DURACON(ｼﾞｭﾗｺﾝ)使用の、郡上
のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ三角。滑り止めの有
るものと無いものがありますの
で、ご希望の際には選択してく
ださい。

【P-12】D-801三角1.0mm【ギタ
ーピック】

20,000円

DURACON(ｼﾞｭﾗｺﾝ)使用の、郡上
のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ三角。滑り止めの有
るものと無いものがありますの
で、ご希望の際には選択してく
ださい。

【P-13】D-801ティア0.6mm【ギ
ターピック】

20,000円

DURACON(ｼﾞｭﾗｺﾝ)使用の、郡上
のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ涙滴型。滑り止めの
有るものと無いものがあります
ので、ご希望の際には選択して
ください。

【P-14】D-801ティア0.8mm【ギ
ターピック】

20,000円

DURACON(ｼﾞｭﾗｺﾝ)使用の、郡上
のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ涙滴型。滑り止めの
有るものと無いものがあります
ので、ご希望の際には選択して
ください。

【P-15】D-801ティア1.0mm【ギ
ターピック】

20,000円

DURACON(ｼﾞｭﾗｺﾝ)使用の、郡上
のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ涙滴型。滑り止めの
有るものと無いものがあります
ので、ご希望の際には選択して
ください。

【P-16】D-801ジャズ0.8mm【ギ
ターピック】

20,000円

DURACON(ｼﾞｭﾗｺﾝ)使用の、郡上
のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸｼﾞｬｽﾞ。滑り止めの
有るものと無いものがあります
ので、ご希望の際には選択して
ください。

【P-17】D-801ジャズ1.0mm【ギ
ターピック】

20,000円

DURACON(ｼﾞｭﾗｺﾝ)使用の、郡上
のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸｼﾞｬｽﾞ。滑り止めの
有るものと無いものがあります
ので、ご希望の際には選択して
ください。

【P-18】D-801ジャズ1.2mm【ギ
ターピック】

20,000円

DURACON(ｼﾞｭﾗｺﾝ)使用の、郡上
のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸｼﾞｬｽﾞ。滑り止めの
有るものと無いものがあります
ので、ご希望の際には選択して
ください。

【P-19】INFINIXHP滑り止め三角
0.6mm【ギターピック】

30,000円

INFINIXHardpolish使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ三角。
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【P-20】INFINIXHP滑り止め三角
0.8mm【ギターピック】

30,000円

INFINIXHardpolish使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ三角。

【P-21】INFINIXHP滑り止め三角
1.0mm【ギターピック】

30,000円

INFINIXHardpolish使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ三角。

【P-22】INFINIXHP滑り止めティ
ア0.6mm【ギターピック】

30,000円

INFINIXHardpolish使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ涙滴型。

【P-23】INFINIXHP滑り止めティ
ア0.8mm【ギターピック】

30,000円

INFINIXHardpolish使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ涙滴型。

【P-24】INFINIXHP滑り止めティ
ア1.0mm【ギターピック】

30,000円

INFINIXHardpolish使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ涙滴型。

【P-25】INFINIXHP滑り止めジャ
ズ0.88mm【ギターピック】

30,000円

INFINIXHardpolish使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸｼﾞｬｽﾞ。

【P-26】INFINIXHP滑り止めジャ
ズ1.0mm【ギターピック】

30,000円

INFINIXHardpolish使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸｼﾞｬｽﾞ。

【P-27】INFINIXHP滑り止めジャ
ズ1.2mm【ギターピック】

30,000円

INFINIXHardpolish使用の、郡
上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸｼﾞｬｽﾞ。

【P-28】INFINIX-UTRIANGLE0.73
mm【ギターピック】

30,000円

「INFINIX」に「ULTEM」を配合
して生まれた「INFINIX-U」使
用の、郡上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ･ﾄﾗｲｱﾝｸﾞ
ﾙ。

【P-29】INFINIX-UTRIANGLE0.88
mm【ギターピック】

30,000円

「INFINIX」に「ULTEM」を配合
して生まれた「INFINIX-U」使
用の、郡上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ･ﾄﾗｲｱﾝｸﾞ
ﾙ。

【P-30】INFINIX-UTRIANGLE1.0m
m【ギターピック】

30,000円

「INFINIX」に「ULTEM」を配合
して生まれた「INFINIX-U」使
用の、郡上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ･ﾄﾗｲｱﾝｸﾞ
ﾙ。

【P-31】INFINIX-UTEARDROP0.73
mm【ギターピック】

30,000円

「INFINIX」に「ULTEM」を配合
して生まれた「INFINIX-U」使
用の、郡上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ･ﾃｨｱﾄﾞﾛｯ
ﾌﾟ。
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【P-32】INFINIX-UTEARDROP0.88
mm【ギターピック】

30,000円

「INFINIX」に「ULTEM」を配合
して生まれた「INFINIX-U」使
用の、郡上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ･ﾃｨｱﾄﾞﾛｯ
ﾌﾟ。

【P-33】INFINIX-UTEARDROP1.0m
m【ギターピック】

30,000円

「INFINIX」に「ULTEM」を配合
して生まれた「INFINIX-U」使
用の、郡上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ･ﾃｨｱﾄﾞﾛｯ
ﾌﾟ。

【P-34】INFINIX-
UJAZZ0.88mm【ギターピック】

30,000円

「INFINIX」に「ULTEM」を配合
して生まれた「INFINIX-U」使
用の、郡上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ・ｼﾞｬｽﾞ
。

【P-35】INFINIX-
UJAZZ1.0mm【ギターピック】

30,000円

「INFINIX」に「ULTEM」を配合
して生まれた「INFINIX-U」使
用の、郡上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ・ｼﾞｬｽﾞ
。

【P-36】INFINIX-
UJAZZ1.2mm【ギターピック】

30,000円

「INFINIX」に「ULTEM」を配合
して生まれた「INFINIX-U」使
用の、郡上のｷﾞﾀｰﾋﾟｯｸ・ｼﾞｬｽﾞ
。

【A-118】わさび屋4品セット

15,000円

わさび屋の、わさびを使った調
味料4点ｾｯﾄです。岩塩わさび塩
、あらずりわさび、わさびのり
、わさびみそ。

【B-53】わさび屋豪華セット

25,000円

生わさび(約100g)、サメ皮(小)
(105×50×10mm)、わさび屋皿(
直径10cm)、岩塩わさび塩(50g)
、わさびのり(80g)、わさびみ
そ(80g)。

【R-1】「家飲み」応援商品詰め
合わせ【定期便】

70,000円

巣ごもり需要向けの「家飲み」
応援商品の詰め合わせです。季
節ごとの定期便としてお届けし
ます。※内容が一部変わる場合
があります。

【A-106】はだ恵りの湯ラベンダ
ー堪能セット

10,000円

糀やﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ、ﾍﾁﾏ葉など厳選さ
れた自社農場産の素材を使用し
て作られる入浴剤(約70ｇ×8袋
入り)と有機ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの束です。

【A-65】新・発酵飲料はだ恵り

15,000円

米糀甘酒をﾍﾞｰｽに、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、ﾊｰﾌﾞや果物の
風味で仕上げた新・発酵飲料で
す。

【A-16】GJ8マンぬいぐるみセッ
ト

15,000円

GJ8ﾏﾝの、愛嬌あふれるぬいぐ
るみ。GJ8ﾏﾝぬいぐるみ、はち
ごろうぬいぐるみ、GJ8ﾏﾝｱｸﾘﾙｷ
ｰﾎﾙﾀﾞｰ。

【A-17】GJ8マンCDセットA

15,000円

GJ8ﾏﾝの、主題歌CDｾｯﾄ。GJ8ﾏﾝｵ
ﾘｼﾞﾅﾙCD、A4ｸﾘｱﾌｧｲﾙ2枚、遊び
箋(便箋10枚・封筒3枚)、添え
文箋(30枚)。
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【A-28】GJ8マンCDセットB

15,000円

GJ8ﾏﾝの、主題歌CDｾｯﾄ。GJ8ﾏﾝｵ
ﾘｼﾞﾅﾙCD、A4ｸﾘｱﾌｧｲﾙ2枚、ﾏｸﾞｶｯ
ﾌﾟ。

【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。幅広く
お使いいただけます。

【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。

【A-46】明宝レディースセット
【高島屋選定品】

10,000円

岐阜県産ﾄﾏﾄ100％使用。明宝ﾚﾃ
ﾞｨｰｽが手掛ける、岐阜県産ﾄﾏﾄ1
00％使用した人気商品の詰合せ
ｾｯﾄです。【岐阜髙島屋】

【A-54】明宝トマトケチャップ5
本詰合せ【高島屋選定品】

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
たﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟです。ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(3
00g×5)【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）

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、ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼ
ﾞ。

【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、ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼ
ﾞ、ｽﾓｰｸｿｰｾｰｼﾞ、ﾊﾟｾﾘｿｰｾｰｼﾞ。

【A-110】明宝ハム３本入

15,000円

大満足の「明宝ﾊﾑ」ﾛﾝｸﾞｾﾗｰ3本
ｾｯﾄ。明宝ﾊﾑ360g×3。

【A-111】明宝ハム・瑞峰・スモ
ークドハム各1本入

15,000円

明宝特産物加工の、ﾊﾑとｿｰｾｰｼﾞ
3本ｾｯﾄ。明宝ﾊﾑ360g×1、瑞峰3
60g×1、ｽﾓｰｸﾄﾞﾊﾑ280g×1。

【A-112】明宝ハム2本と明宝ト
マトケチャップ1本入

15,000円

明宝特産物加工の、こだわりの
ﾊﾑとｹﾁｬｯﾌﾟ。明宝ﾊﾑ360g×2、
明宝ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ300g×1。

【A-113】めいほうの風1本入

15,000円

明宝ﾊﾑの最高峰、至極の一品。
めいほうの風700g×1。※お届
けまでにお時間をいただく場合
があります。

【A-114】明宝ハム2本と瑞峰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、瑞峰360g×1。


