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岐阜県　郡上市

【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。600g【岐阜髙島屋】

【D-21】飛騨牛詰合せ

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】

【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。
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岐阜県　郡上市

【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)

【A-93】KATOMOKU木製腕時計ス
タンド

10,000円

ｼﾝﾌﾟﾙで美しい木製ｽﾀﾝﾄﾞです。
一つの無垢材ﾌﾞﾛｯｸから削り出
し、ｼｰﾑﾚｽな仕上がりに。ｳｫｰﾙﾅ
ｯﾄ(ﾌﾞﾗｳﾝ)、H.ﾒｰﾌﾟﾙ(ﾅﾁｭﾗﾙ)の2
種類からお選びください。

【A-94】KATOMOKU小さなシンプ
ルな木枠置き時計

15,000円

無垢材をくり抜いたかわいい小
さなｼﾝﾌﾟﾙ時計。机の上から、
棚の上、ﾍﾞｯﾄの枕元から玄関ま
で、どの場面でも溶け込んでく
れます。

【A-95】KATOMOKUはじめての木
枠電波時計

15,000円

「はじめての時計」。そんなﾃｰ
ﾏを持って製作しました。ﾍﾞｰｽ
となる1から12までの数字と5か
ら55までの秒数字も入れました
。

【A-96】KATOMOKUシンプルな曲
げわっぱ電波時計

15,000円

部屋にも掛け時計があって当た
り前。そんな「普通」を見つめ
なおしたいという思いで、この
時計を企画しました。

【A-97】KATOMOKU小ぶりな曲げ
わっぱ電波時計

15,000円

約20cmと小ぶりなｻｲｽﾞでありな
がら、曲げわっぱ木枠、全面ｶﾞ
ﾗｽ、連続秒針と時計としてのｸｵ
ﾘﾃｨを落とさずにｻｲｽﾞを収めま
した。

【A-98】KATOMOKU置き掛け兼用
木枠電波時計四角

15,000円

強い木目が特徴のﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ材を
くり抜いた時計は重厚感があり
ます。静音設計の置き掛け兼用
電波時計です。ﾅﾁｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの
2色からお選びください。

【A-99】KATOMOKU置き掛け兼用
木枠電波時計丸

15,000円

置き掛け兼用､可愛らしい丸型
の電波時計です。無垢材のﾎﾜｲﾄ
ｱｯｼｭをくり貫いて仕上げました
。ﾅﾁｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの2色からお選
びください。

【A-100】KATOMOKUやや大きめ曲
げわっぱ電波時計A

15,000円

すっきりと見やすい文字をバラ
ンスよく配置しました。それに
より視認性が良く、遠くからで
もしっかり時刻を伝えてくれま
す。

【A-101】KATOMOKUやや大きめ曲
げわっぱ電波時計B

15,000円

曲げわっぱを木枠に用いたﾌﾟﾗｲ
ｳｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞより、30.4ｾﾝﾁｻｲｽﾞの
やや大きめ時計です。ｴﾚｶﾞﾝﾄな
印象でお部屋を上品なｲﾒｰｼﾞに
。

【A-104】KATOMOKU米びつ

15,000円

無駄なﾃﾞｻﾞｲﾝを削ぎとったｼﾝﾌﾟ
ﾙなﾌｫﾙﾑの米びつです。ﾎﾜｲﾄ、ﾌ
ﾞﾗｯｸの2色からお選びください
。
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岐阜県　郡上市

【A-117】KATOMOKUティッシュケ
ースリバーシブル

10,000円

調湿性にすぐれた桐を使ったﾃｨ
ｯｼｭｹｰｽです。落とし蓋は、深み
のあるﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝと、優しい色
合いのｸﾞﾚｰのﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ塗装を施
しています。

【A-120】KATOMOKUplywoodclock
電波時計連続秒針

15,000円

ｼﾝﾌﾟﾙで見やすく、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。「【C-16】KATOMOKU曲げ
わっぱSKP電波時計」の代替商
品です。

【B-25】KATOMOKUホワイトアッ
シュの無垢材の木枠電波時計

20,000円

尾を長くし、細長くくびれた針
を作りました。文字はどこまで
もｼﾝﾌﾟﾙに、枠にはﾎﾜｲﾄｱｯｼｭを
使い、はっきりとした表情が伺
えます。

【B-36】KATOMOKU曲げわっぱミ
ラー

20,000円

KATOMOKUのﾌﾟﾗｲｳｯﾄﾞﾐﾗｰがより
大きく、より見やすくなりまし
た。外枠に曲げわっぱを使って
います。ﾅﾁｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの2色か
らお選びください。

【B-37】KATOMOKUホワイトアッ
シュの木枠電波時計ブルー

20,000円

無垢木枠にﾊﾟｽﾃﾙｶﾗｰを塗装した
掛け時計です。力強い木目のﾎﾜ
ｲﾄｱｯｼｭ材を使用しているため、
塗装の上からでも木目の表情が
あらわれます。

【B-38】KATOMOKU木材のバラン
スゲーム

20,000円

さくら、くるみ、ぶなの木材を
使った昔ながらのｹﾞｰﾑを作りま
した。それぞれ色の異なる木を
使うことで、自然な色味や表情
も楽しめます。

【B-39】KATOMOKUウォールナッ
トの木枠電波時計

20,000円

美しい木目のｳｫｰﾙﾅｯﾄを木材に
使用した掛け時計です。非常に
質感が高く、存在感のある時計
です。

【B-40】KATOMOKUビーチの木枠
電波時計

20,000円

ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾋﾞｰﾁを木材に使用した
掛け時計です。ﾋﾞｰﾁ材は、淡い
ﾋﾟﾝｸ色を帯びた乳白色の木材で
、やさしい印象を与えてくれま
す。

【B-41】KATOMOKUホワイトアッ
シュの木枠&シナ文字盤電波時計

20,000円

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞの無垢材を用いた重
厚感のある木枠と、文字盤には
ｼﾅを用いた木製掛け時計です。
ﾅﾁｭﾗﾙ、ﾌﾞﾗｳﾝの2色からお選び
ください。

【B-42】KATOMOKUヒノキの木枠
電波時計

20,000円

直径約22cmと一回り小ぶりなｻｲ
ｽﾞの掛け時計です。小さくて可
愛らしいｻｲｽﾞ感ですが、通常ｻｲ
ｽﾞと変わりない重厚感と仕上が
りです。

【B-46】KATOMOKUあいうえお積
み木たべもの編

20,000円

ひらがな「あ」から「ん」まで
の46文字に、無地の4ﾋﾟｰｽを加
えた合計50ﾋﾟｰｽの文字遊び積み
木。縦45mm、横45mm、厚み15mm

【B-52】KATOMOKUねこテーブル
２器用ビーチ

20,000円

大切な家族のねこちゃんにも、
ご飯の時にﾃｰﾌﾞﾙでお食事を。
そんな目線で考え、真剣につく
りだしたﾐﾆｻｲｽﾞの木製ﾃｰﾌﾞﾙで
す。
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岐阜県　郡上市

【B-54】KATOMOKUmokuclock12ウ
ォールナット電波時計連続秒針

20,000円

色味の濃いｼｯｸな雰囲気を持つ
時計。「【C-17】KATOMOKUｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄの無垢材の木枠SKP電波時計
」の代替え商品です。

【B-55】KATOMOKUmokuclock13オ
ーク電波時計連続秒針

20,000円

森の王様ｵｰｸを木枠に使用した
掛け時計です。「【C-31】KATO
MOKUｵｰｸの木枠SKP電波時計」の
代替え商品です。

【B-56】KATOMOKUmokuclock13ヒ
ノキ電波時計連続秒針

20,000円

古くから日本に馴染みのある檜
を木枠に使用した掛け時計。「
【C-32】KATOMOKUﾋﾉｷの木枠SKP
電波時計」の代替え商品です。

【C-37】KATOMOKUねこテーブル
２器用

30,000円

大切な家族のねこちゃんにも、
ﾃｰﾌﾞﾙでお食事を。そんな目線
で考え、つくりだしたﾐﾆｻｲｽﾞの
木製ﾃｰﾌﾞﾙです。ｳｫｰﾙﾅｯﾄ、ｵｰｸ
よりお選びください。

【C-38】KATOMOKUねこテーブル
２器用しましま

40,000円

ねこちゃん用のﾐﾆｻｲｽﾞ木製ﾃｰﾌﾞ
ﾙです。ｳｫｰﾙﾅｯﾄとﾎﾜｲﾄｱｯｼｭを交
互に張り合わせて削り出し、木
のもつ自然な色で柄にしていま
す。

【S-4】KATOMOKU曲げわっぱ水槽

150,000円

「曲げわっぱ」の技術で水槽を
作りました。外観は流れるよう
なｼﾅの木目が美しく表現されて
おります。

【A-45】市内共通温泉利用券（3
枚）

10,000円

市内にある8つの温泉でご利用
いただける市内共通温泉利用券
の3枚ｾｯﾄです。

【B-7】郡上八幡のもじ積み木（
郡上の木のおもちゃ）

20,000円

あいうえおの文字と絵柄の入っ
た積み木。ｲﾗｽﾄは子育て中のﾏﾏ
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
ﾃﾞｻﾞｲﾝです。

【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！12色+1
色(無塗装)

【C-27】まあるいつみきmini（
郡上の木のおもちゃ）

30,000円

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
つひとつに元となった樹種の葉
や実をﾃﾞｻﾞｲﾝしたｲﾗｽﾄが焼印さ
れています。

【A-75】郡上八幡の立体四目並
べ（郡上の木のおもちゃ）

15,000円

同じ色の玉を並べるだけの、単
純ながら奥深い立体思考ｹﾞｰﾑ。
ﾀﾃ・ﾖｺ・ﾅﾅﾒ、どこかに４つ同
じ色が並んだら勝ち。

【C-28】仲良しパズル（郡上の
木のおもちゃ）

40,000円

ﾍﾟﾝｷﾞﾝやｿﾞｳ、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、ﾊﾟｽﾞﾙとしてお楽しみいた
だけます。


