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【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

カチョカバロチーズ、さけるチーズ
プレーン、さけるチーズ郡上味噌漬
、ドリンクヨーグルト150ml、ひる
がのヨーグルト70g、チーズケーキ
プチ

【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

ドリンクヨーグルト150ml、濃厚ミ
ルクプリン、プレミアムヨーグルト
、ひるがの高原牛乳200ml、ヒルガ
ニアン珈琲、燻りチーズ、カチョカ
ヴァロチーズ140g、四角いバームク
ーヘン、あっさりプリン、チーズケ
ーキ　プチ

【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

さけるチーズプレーン、さけるチー
ズペッパー、さけるチーズ郡上味噌
漬、燻りチーズ、カチョカヴァロチ
ーズ、カチョカヴァロチーズ（スモ
ーク）、ひるがの高原牛乳900ml、
ドリンクヨーグルト750ml、あっさ
りプリン

【A-18】コンフィチュールとお菓子
のアソート

10,000円

コンフィチュール3本、かりんとう1
袋、ミルクラスク1袋、シフォンラ
スク1袋、クッキー3袋、パウンドケ
ーキ2枚

【A-8】郡上割り箸（100膳）

10,000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

【B-6】郡上八幡の立体四目並べ（
郡上の木のおもちゃ）★

20,000円

同じ色の玉を並べるだけの、単純な
がら奥深いゲーム。タテ・ヨコ・ナ
ナメ、どこかに４つ同じ色が並んだ
ら勝ち。脳が、いつもと違う部分を
使っている感じがする立体思考ゲー
ムです。

【B-7】郡上八幡のもじ積み木（郡
上の木のおもちゃ）★

20,000円

あいうえおの文字（ひらがな・カタ
カナ・ローマ字）と絵柄（日本語名
・英語名）の入った積み木。イラス
トは郡上八幡で子育て中のママが描
きました。色彩が豊かで、思わず手
に取りたくなるようなやさしいデザ
インです。

【B-8】バランスボール（郡上の木
のおもちゃ）★

20,000円

木の重さやバランスを感じて、集中
する・考察する・挑戦する。ブロッ
クとボールを交互に積んでいく、新
感覚の積み木です。

【D-12】まあるいつみきmini（郡上
の木のおもちゃ）★

50,000円

積んで握って16樹種を体感。16種類
の木が河原の石ころのような積み木
になりました。ひとつひとつに木の
もととなった樹種の葉や木の実をデ
ザインしたイラストが焼印されてい
ます。

【D-13】仲良しパズル（郡上の木の
おもちゃ）★

50,000円

ペンギンやゾウ、キリンなどたくさ
んの動物たちが仲良く遊ぶ作品です
。動物を木の枠から取り出して、パ
ズルとしてお楽しみいただけます。
そのまま飾っても、可愛らしいです
ね。

【D-14】郡上八幡のグラデーション
積み木（郡上の木のおもちゃ）★

50,000円

色鮮やかな【12色+1色（無塗装）】
の積み木。お子様の色彩感覚を伸ば
します。手先を使うことで脳や指先
の感覚を育てる知育玩具としてオス
スメ！年齢やお子様に合わせて遊び
方自由自在、無限に広がる想像力を
養います。

【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。
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【A-2】郡上特選ハムA

10,000円

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

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

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

【D-3】特産品詰合せ(ハムセット)
★

50,000円

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-6】鶏ちゃんセットA

10,000円

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味、牧歌鶏ちゃ
ん塩バジル味

【B-5】鶏ちゃんセットB★

20,000円

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

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、ミズホ食品地ものけい
ちゃん地みそ味、他２品

【A-4】美味御つまみ

10,000円

母袋燻り豆腐スライス、カチョカヴ
ァロ（チーズ）、カンコワイヨット
（チーズ）

【A-3】郡上の地酒

10,000円

郡上一揆（平野醸造）720m、花酵母
さくら（布屋原酒造場）720ml

【B-3】地酒・おつまみセットA★

20,000円

郡上一揆（平野醸造）720ml、花酵
母さくら（布屋原酒造場）720ml、
ペールエール（郡上八幡麦酒こぼこ
ぼ）330ml、母袋燻り豆腐スライス
※お礼の品については、内容を一部
変更いたしました。写真と内容が異
なりますがご了承ください。

【C-5】地酒・おつまみセットB★

30,000円

郡上一揆（平野醸造）720ml、郡上
おどり吟醸酒（平野醸造）300ml、
大吟醸元文菊（布屋原酒造場）720m
l、ペールエール（郡上八幡麦酒こ
ぼこぼ）330ml、母袋燻り豆腐スラ
イス、時代屋大國葉なんばん春駒

【D-6】特産品詰合せ(地酒セット)
★

50,000円

郡上一揆（平野醸造）720ml、原酒
超特選（平野醸造）720ml、原酒白
にごり（平野醸造）720ml、本醸造
元文さくら（布屋原酒造場）720ml
、大吟醸元文菊（布屋原酒造場）72
0ml、子持ち鮎甘露煮
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【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
ーポンです。※遊漁証の発行方法・
発行時期の詳細については、以下の
問合せ先に直接お問い合わせくださ
い。【石徹白漁業協同組合】0575-8
6-3001

【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
遊漁証交換できるクーポンです。※
遊漁証の発行方法・発行時期の詳細
については、以下の問合せ先に直接
お問い合わせください。【郡上漁業
協同組合】0575-65-2562

【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ポンです
。※遊漁証の発行方法・発行時期の
詳細については、以下の問合せ先に
直接お問い合わせください。【和良
川漁業協同組合】0575-77-2271

【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。
ふるさと寄附をしていただいた方限
定の非売品で、郡上市のゆるキャラ
「郡上良良ちゃん」が描かれていま
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」のスイーツプラ
ンを利用できる、おひとり様用チケ
ットです。※詳細は長良川鉄道へお
問い合わせください。【観光列車「
ながら」予約センター】0575‐46‐
8021

【F-5】ながらスイーツプラン（ペ
ア）

40,000円

観光列車「ながら」のスイーツプラ
ンを利用できる、ペア用チケットで
す。※詳細は長良川鉄道へお問い合
わせください。【観光列車「ながら
」予約センター】0575‐46‐8021

【F-4】ながらランチプラン（シン
グル）

40,000円

観光列車「ながら」のランチプラン
を利用できる、おひとり様用チケッ
トです。※詳細は長良川鉄道へお問
い合わせください。【観光列車「な
がら」予約センター】0575‐46‐80
21

【G-2】ながらランチプラン（ペア
）

80,000円

観光列車「ながら」のランチプラン
を利用できる、ペア用チケットです
。※詳細は長良川鉄道へお問い合わ
せください。【観光列車「ながら」
予約センター】0575‐46‐8021

【D-1】市内共通宿泊補助券★

50,000円

郡上市内にある５３の宿泊施設でご
利用いただける宿泊補助券です。こ
の機会にぜひ郡上市にお越しくださ
い。詳しくは郡上市HPをご覧くださ
い。http://www.city.gujo.gifu.jp
/admin/info/post-366.html

【D-10】市内スキー場リフト1日券(
2枚)★

50,000円

郡上市内１０スキー場から1カ所お
好きなスキー場を選んでいただくこ
とができます。※郡上市からリフト
券と交換できるクーポンを送付いた
しますので、希望するスキー場にお
いて所定の手続きによりリフト券と
交換してください。

【H-1】郡上市内スキー場シーズン
券【ふるさと郡上満喫体験】

200,000円

郡上市内１０スキー場から1カ所お
好きなスキー場を選んでいただくこ
とができます。※郡上市からシーズ
ン券と交換できるクーポンを送付い
たしますので、希望するスキー場に
おいて所定の手続きによりシーズン
券と交換してください。

【D-10】市内スキー場リフト1日券(
2枚)

50,000円

郡上市内11スキー場から1カ所お好
きなスキー場を選んでいただくこと
ができます。※郡上市からリフト券
と交換できるクーポンを送付いたし
ますので、希望するスキー場におい
て所定の手続きによりリフト券と交
換してください。
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【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
しい石鹸です。スティックタイプで
持ちやすく、油汚れ泥汚れに効果抜
群！襟や袖口の汚れがよく落ちると
評判の、大ヒット商品です！

【A-1】郡上郷土資料セット

10,000円

郷土の歴史を、紐解いてみませんか
？郡上かるた、かるた副読本、郡上
の浪曲CD

【A-23】郡上紬カードケース

10,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のカードケースです。どの
段階でも全く手抜きをせず、ひたす
ら誠実に丹精こめた手織りの織物で
す。

【B-13】郡上紬がま口

20,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のがま口です。どの段階で
も全く手抜きをせず、ひたすら誠実
に丹精こめた手織りの織物です。

【B-14】郡上紬ポーチ

20,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のポーチです。どの段階で
も全く手抜きをせず、ひたすら誠実
に丹精こめた手織りの織物です。

【S-1】郡上紬ネクタイ

70,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のネクタイです。どの段階
でも全く手抜きをせず、ひたすら誠
実に丹精こめた手織りの織物です。

【S-2】郡上紬札入れ

100,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬の札入れです。どの段階で
も全く手抜きをせず、ひたすら誠実
に丹精こめた手織りの織物です。

【S-3】郡上紬テーブルセンター

200,000円

着れば着るほど着心地が良い！と、
全国のきもの愛好家に最も評判の高
い郡上紬のテーブルセンターです。
どの段階でも全く手抜きをせず、ひ
たすら誠実に丹精こめた手織りの織
物です。

【B-2】郡上本染
コースター５枚組★

20,000円

郡上八幡は藍染めの名産地でもあり
ます。世界を魅了する「ジャパンブ
ルー」で、お部屋を彩ってみましょ
う。郡上本染コースター
5枚（縦約11.8cm、横約11.8cm）

【C-2】郡上本染テーブルセンター
鯉★

30,000円

郡上八幡は藍染めの名産地でもあり
ます。世界を魅了する「ジャパンブ
ルー」で、お部屋を彩ってみましょ
う。郡上本染テーブルセンター
鯉（縦約33cm、横約43cm）

【C-3】郡上本染テーブルセンター
鮎★

30,000円

郡上八幡は藍染めの名産地でもあり
ます。世界を魅了する「ジャパンブ
ルー」で、お部屋を彩ってみましょ
う。郡上本染テーブルセンター
鮎（縦約33cm、横約43cm）

【D-11】郡上本染テーブルセンター
獅子頭★

50,000円

郡上八幡は藍染めの名産地でもあり
ます。世界を魅了する「ジャパンブ
ルー」で、お部屋を彩ってみましょ
う。郡上本染テーブルセンター
獅子頭（縦約33cm、横約43cm）
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【A-5】こしひかりセットA

10,000円

郡上大和産こしひかり5㎏、郡上の
天然水2リットル

【B-4】こしひかりセットB★

20,000円

郡上大和産こしひかり5㎏、甘酒（
丸昌醸造）、宝暦みそ（畑中商店）
、味一番溜まり醤油（丸昌醸造）、
米こうじ※お礼の品については、内
容を一部変更いたしました。写真と
内容が異なりますがご了承ください
。

【C-6】こしひかりセットC★

30,000円

郡上大和産こしひかり5㎏×2、宝暦
みそ（畑中商店）、味一番溜まり醤
油（丸昌醸造）、米こうじ、甘酒、
鮎みそ※お礼の品については、内容
を一部変更いたしました。写真と内
容が異なりますがご了承ください。

【D-2】郡上産こしひかり★

50,000円

郡上産こしひかり5kg×4

【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・真空パックし、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・真空パックし、新鮮なうち
にお届けします。

【A-26】奥美濃カレー共同組合セッ
ト（２２１）

10,000円

郡上市で昔ながらに食べられている
『郡上地味噌』を隠し味に使用した
コクのあるスパイシーなご当地カレ
ーです。グルメ発生の地域おこし・
町づくり・観光地域振興の一端を担
える存在として価値観を高めていま
す。奥美濃カレー（スパイシー）×
２、奥美濃カレーA（甘口）×２、
奥美濃カレーせんべい×１

【A-27】奥美濃カレー共同組合セッ
ト（１１４）

10,000円

郡上市で昔ながらに食べられている
『郡上地味噌』を隠し味に使用した
コクのあるスパイシーなご当地カレ
ーです。グルメ発生の地域おこし・
町づくり・観光地域振興の一端を担
える存在として価値観を高めていま
す。奥美濃カレー（スパイシー）×
１、奥美濃カレーA（甘口）×１、
奥美濃カレーせんべい×４

【A-25】農園サユールイトシロ加工
品セットA

10,000円

農園サユールイトシロは、一貫して
肥料にも農薬にも頼らず、自然栽培
で野菜をつくってきました。地元で
採れた唐辛子を使ったソースなどを
中心とした加工品作りにも力を入れ
ています。ゆずサルサ、サルサヴェ
ルデ、オレンジホットソース、野草
のジェノベーゼ

【B-16】農園サユールイトシロ加工
品セットB

20,000円

農園サユールイトシロは、自然栽培
で野菜をつくってきました。地元で
採れた唐辛子を使った加工品作りに
も力を入れています。ゆずサルサ、
サルサヴェルデ、野草のジェノベー
ゼおまかせ2本セット、ホットソー
ス3種セット（オレンジホットソー
ス、レッドホットソース、グリーン
ホットソース）

【A-24】IROIROITOSHIROドライフル
ーツセットA

10,000円

蜜柑せんべえ、日向夏せんべえ、郡
上りんごチップス、岐阜富有柿チッ
プス、ほらどキウイチップス、石徹
白つぶもろこし

【B-15】IROIROITOSHIROドライフル
ーツセットB

20,000円

蜜柑せんべえ×2袋、紅はるか干し
芋×2袋、日向夏せんべえ、郡上り
んごチップス、岐阜富有柿チップス
、ほらどキウイチップス、石徹白つ
ぶもろこし、郡上いちご
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【A-21】郡上延年梅シリーズ４点セ
ット

10,000円

Plumnature（プラムナチュール）の
梅干し・赤しそのセットです。ご飯
のお供にはもちろん、小腹が空いた
ときのおやつにも！※梅干しには種
が入っていますので、ご注意くださ
い。

【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。

【C-9】郡上鮎（冷凍小サイズ20尾
）

30,000円

長良川系で釣れた最高級の郡上鮎で
す。活きた郡上鮎を締め、一匹ずつ
真空パックし急速冷凍しました。使
い勝手が良く、いつまでも新鮮で美
味しさ抜群です。

【C-10】郡上鮎（冷凍中サイズ15尾
）

40,000円

長良川系で釣れた最高級の郡上鮎で
す。活きた郡上鮎を氷締めし、一匹
ずつ真空パックし、急速冷凍しまし
た。使い勝手が良く、いつまでも新
鮮で美味しさ抜群です。

【D-17】郡上鮎（冷凍大サイズ12尾
）

50,000円

長良川系で竿釣りされた最高級の郡
上鮎です。活きた郡上鮎を氷締めし
、一匹ずつ真空パックし急速冷凍し
ました。使い勝手が良く、いつまで
も新鮮で美味しさ抜群です。

【C-8】和良鮎（冷凍500g）

30,000円

和良川で竿釣りされた最高級の和良
鮎です。活きた和良鮎を氷締めし、
一匹ずつ真空パックし、急速冷凍し
ました。冷凍鮎500g前後
8尾入り。

【D-16】和良鮎（冷凍１kg）

50,000円

和良川で竿釣りされた最高級の和良
鮎です。活きた和良鮎を氷締めし、
一匹ずつ真空パックし、急速冷凍し
ました。冷凍鮎１kg前後
14尾入り。

【D-4】特産品詰合せ(郡上なな里セ
ット)★

50,000円

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

【D-5】特産品詰合せ(鮎セット)★

50,000円

鮎一夜干し、鮎郡上炊き(甘露煮)、
鮎昆布うま煮、鮎みそ　（※鮎加工
品の別商品に変更しています）、鮎
ふりかけ

【D-7】特産品詰合せ(野菜セット)
★

50,000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）

【D-8】特産品詰合せ(どぶろくセッ
ト)★

50,000円

どぶろく：奥の奥(白)720ml、奥の
奥(紅)720ml、大和歌魅(甘口)720ml
、大和歌魅(辛口)720ml、郡上ねぎ
みそ、母袋燻り豆腐スライス※お礼
の品については、内容を一部変更い
たしました。写真と内容が異なりま
すがご了承ください。
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【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

ひるがの大根ドレッシング、ひるが
の苺ドレッシング、フルーツほおず
きゼリー、ひるがのリンゴジャム15
0g、ひるがのイチゴジャム150g

【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-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-10】春まち人参ジュースセット

10,000円

高鷲町の春まちにんじんのジュース
です。糖度１０以上の清涼感あふれ
る甘さのおかげで、野菜嫌いなお子
様でも大丈夫！2本一組のセットと
なっております。

【A-16】GJ8マンぬいぐるみセット

10,000円

さくらももこさんデザインのご当地
ヒーロー・GJ8マンのグッズ。GJ8マ
ンとはちごろうのぬいぐるみ、GJ8
マンのアクリルキーホルダー

【A-17】GJ8マンCDセット

10,000円

さくらももこさんデザインのご当地
ヒーロー・GJ8マンのグッズ。オリ
ジナルCD、ハンカチタオル、A4クリ
アファイル

【B-9】GJ8マンの水★

20,000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、GJ8マン唯一の武器。

【A-22】しーるたにし毛抜きブラス
ト

10,000円

しーるたにし工房が開発した、全く
新しい毛抜き。アルマイト処理、ア
ルマイトカラー等を除外して、より
安価なものにしたタイプです。

【B-12】しーるたにし毛抜きアルマ
イト

20,000円

しーるたにし工房が開発した、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プ。

【C-12】しーるたにし毛抜きアルマ
イト革ケース付

30,000円

しーるたにし工房が開発した、全く
新しい毛抜き。アルマイト処理等を
施したものに、これもまた地元産の
革ケースがついてきます。

【A-14】アトリエキク　石鹸セット

10,000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。
洗顔石鹸と全身用石鹸、さらに美濃
焼の石鹸皿もついた、心強いお肌の
味方です。
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