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岐阜県 恵那市

ドローンパイロット養成コース
１名（恵那ドローンステーショ
ン）

370,000円

国土交通省航空局包括許認可を
目指し、業務利用できるレベル
まで訓練を実施します。

【ストップ新型コロナ！がんば
ろう恵那】医療従事者を支えた
い！桔梗マスク大判６枚セット

10,000円

桔梗マスク大判は袋状になって
いて、小さい保冷剤が入ります
。これで暑い夏でも快適！

【ストップ新型コロナ！がんば
ろう恵那】医療従事者を支えた
い！桔梗マスク家族セット大…

10,000円

光秀生誕の地、恵那市明智町か
ら光秀の桔梗の家紋が入った手
作りマスク。

ハイカラプリン（蜂蜜プリン）9
0ｍｌ×12個入

10,000円

大正村浪漫亭がリニューアルオ
ープンしてから２年目になりま
す。オープンから５万個も売れ
ている人気のプリンです。ハイ
カラプリンはカラメルに地元…

手づくり恵那みそ3kgと手づくり
地たまり500ml

10,000円

恵那みさとのおばあちゃんから
、昭和35年頃より伝承した手づ
くり味噌と地たまりです。
地元で丹精込めて栽培した大豆
を原料に、昔ながらの樽で漬け

五平餅手作りキット

10,000円

これさえあれば、五平餅を自宅
で作ることができる手作り木製
調理器具です。

菊ごぼう味噌漬内容量1.25kg

10,000円

高地で採れた山ごぼうを、一本
一本純田舎味噌に漬け込んだ、
歯切れよく、香り高い漬物です
。
「銀座久兵衛」でも長年使われ

松茸姿漬内容量450g

10,000円

岐阜県東濃地方は、古来より松
茸の里として知られています。
特に恵那市では、毎年秋にみの
じのみのり祭りが開催されてお
ります。

飛騨牛シチュー・飛騨牛カレー
・飛騨牛牛すじどて味噌煮各450
ｇ3個セット

20,000円

まるごとの玉葱が入った飛騨牛
シチュー、たっぷりの玉葱を使
用したカレーソースが自慢の飛
騨牛カレー、牛すじ肉とこんに
ゃくを甘辛い味噌でじっくり…

いいなかギフト中野方まめくら
豪華セット

20,000円

えな笠置山産の栗を使った焼き
饅頭、棚田米で作ったからすみ
、地元産の柿やフキを使用。
地元産の栗やイチジクを使用し
たパウンドケーキ、棚田米を…

いいなかギフト中野方まめくら
和菓子セット

10,000円

えな笠置山産の栗を使った焼き
饅頭、棚田米で作ったからすみ
、地元産の柿やフキを使用した
詰め合わせ。

いいなかギフト中野方まめくら
洋菓子セット

10,000円

お歳暮に、贈り物に、ご利用く
ださい。
地元産の栗やイチジクを使用し
たパウンドケーキ、棚田米を使
ったスノーボール、イタリア風
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岐阜県　恵那市

いいなかギフト笠置もぎたてゆ
ず調味料セット

10,000円

笠置山と木曽川に挟まれた、急
斜面の自然豊かな畑で無農薬栽
培した柚子を使用。柚子の爽や
かな香りと程よい酸味をお楽し
みください。

いいなかギフト笠置ゆず香るお
茶うけセット

10,000円

笠置山と木曽川に挟まれた、急
斜面の自然豊かな畑で無農薬栽
培した柚子を使用。柚子の爽や
かな香りと程よい酸味をお楽し
みください。

栃久保の棚田米（コシヒカリ）
精米５ｋｇ

10,000円

恵那市栃久保棚田は自然に恵ま
れ、眼下に木曽川を望み、急傾
斜地に作られ、耕地面積の少な
い石積み棚田です。
山から流れ出るきれいな水と、

栃久保の棚田米（コシヒカリ）
精米10ｋｇ

20,000円

恵那市栃久保棚田は自然に恵ま
れ、眼下に木曽川を望み、急傾
斜地に作られ、耕地面積の少な
い石積み棚田です。
山から流れ出るきれいな水と、

栃久保の棚田米（コシヒカリ）
精米15ｋｇ

30,000円

恵那市栃久保棚田は自然に恵ま
れ、眼下に木曽川を望み、急傾
斜地に作られ、耕地面積の少な
い石積み棚田です。
山から流れ出るきれいな水と、

女城主純米吟醸720ｍｌとあま酒
500ｍｌセット

10,000円

地元産の酒米（ひだほまれ）と
天然水で造った女城主純米吟醸
とノンアルコールのあま酒のセ
ットです。
女城主は白ワインの様にフルー

女城主純米あま酒500ｍｌ（ノン
アルコール）4本セット

10,000円

米と米麹だけで作ったノンアル
コール・ノンシュガーのあま酒
です。
あま酒にはアミノ酸・ビタミン
がたっぷり含まれ、とても身体

女城主柚子酒500ｍｌと梅酒500
ｍｌセット

10,000円

女城主の柚子酒と梅酒の２本セ
ットです。
どちらも女城主の吟醸酒でつく
られたとても飲みやすいお酒で
す。

日本棚田百選限定「坂折棚田米
」仕込み純米吟醸原酒720ml１本

10,000円

恵那市坂折棚田保存会が、田の
水や稲の生育状況を管理し、真
心こめて育てた「坂折棚田米」
このお米を特別な「超醇麹」と
酒蔵の地下45ⅿの「超軟水」…

日本棚田百選限定「坂折棚田米
」仕込み純米吟醸原酒720ml２本

20,000円

恵那市坂折棚田保存会が、田の
水や稲の生育状況を管理し、真
心こめて育てた「坂折棚田米」
このお米を特別な「超醇麹」と
酒蔵の地下45ⅿの「超軟水」…

ももジュース4本入り

15,000円

恵那で栽培された最高品の桃を
ギュッとしぼりました

石川農園・トマトとお味噌詰め
合わせセットＢ

10,000円

石川農園では素材である野菜を
、恵那のきれいな空気と澄んだ
清流に恵まれた豊かな自然の中
で、安心安全においしく育てる
ことを大切にし、その収穫し…
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岐阜県　恵那市

石川農園・ジュースもソースも
！お楽しみセットＤ

10,000円

石川農園では恵那のきれいな空
気と澄んだ清流に恵まれた豊か
な自然の中で、愛情いっぱいに
トマトを育てています。
真夏の完熟トマトをたっぷり使

石川農園・みんなで飲もっか！
トマトジュースセットＥ

10,000円

石川農園では恵那のきれいな空
気と澄んだ清流に恵まれた豊か
な自然の中で、愛情いっぱいに
トマトを育てています。
真夏の完熟トマトジュースの美

石川農園・愛情ぎゅっと詰め合
わせセットＦ

10,000円

愛情と優しさをぎゅっと詰め込
んだ、農園らしい商品をお届け
します。
お野菜と一緒にコトコト煮込ん
だケチャップは、ピザソースと

石川農園・トマト狩り体験チケ
ット２名様お楽しみセット付！

20,000円

石川農園のトマト狩りは10種類
以上のミニトマトが食べ放題！
豊かな自然と清らかな水で愛情
いっぱいに育ったトマト達はあ
ま～くて、とってもおいし…

石川農園・トマト狩り体験チケ
ット４名様

20,000円

石川農園のトマト狩りは10種類
以上のミニトマトが食べ放題！
豊かな自然と清らかな水で愛情
いっぱいに育ったトマト達はあ
ま～くて、とってもおいし…

石川農園・トマト狩り体験チケ
ット２名様

10,000円

石川農園のトマト狩りは10種類
以上のミニトマトが食べ放題！
豊かな自然と清らかな水で愛情
いっぱいに育ったトマト達はあ
ま～くて、とってもおいし…

東美濃厳選「季節のはちみつ味
わいセット」

10,000円

山々に囲まれた自然豊かな岐阜
県東美濃で、みつばちと共に暮
らし、はちみつの生産を行って
います。岐阜県東美濃で採蜜し
た季節と豊かな自然香る、私…

東美濃厳選「季節のはちみつ味
わい贅沢セット」

20,000円

山々に囲まれた自然豊かな岐阜
県東美濃で、みつばちと共に暮
らし、はちみつの生産を行って
います。岐阜県東美濃で採蜜し
た季節と豊かな自然香る、私…

東美濃厳選「季節のはちみつた
っぷり味わいギフト」

30,000円

山々に囲まれた自然豊かな岐阜
県東美濃で、みつばちと共に暮
らし、はちみつの生産を行って
います。岐阜県東美濃で採蜜し
た季節と豊かな自然香る、私…

かさぎのゆずにぎやかゆずセッ
ト

20,000円

笠置山と木曽川に挟まれた、急
傾斜地の自然豊かな畑で無農薬
栽培された柚子を使った地元産
のゆず商品は、柚子の香りと程
よい酸味が特徴です。

かさぎのゆずぎっしりゆずセッ
ト

10,000円

笠置山と木曽川に挟まれた、急
傾斜地の自然豊かな畑で無農薬
栽培された柚子を使った地元産
のゆず商品は、柚子の香りと程
よい酸味が特徴です。

かさぎのゆずにぎやかゆずセッ
トプラスワン

30,000円

笠置山と木曽川に挟まれた、急
傾斜地の自然豊かな畑で無農薬
栽培された柚子を使った地元産
のゆず商品は、柚子の香りと程
よい酸味が特徴です。
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岐阜県　恵那市

土田金の乾麺6種類18束セット（
うどん・きしめん・ひやむぎ・
そうめん・丸めん・中華めん…

10,000円

創業130年の技と心が生きる

胞山（えなさん）完熟黒にんに
く８個入り

10,000円

恵那山の麓でにんにくを栽培し
、栄養価の高い黒にんにくへと
加工。
熟成方法は、にんにくの本来の
力を引き出すため自然発酵にこ

畳の縁の巻き巻きポーチ（名前
刺しゅう入り）、おにぎりポー
チ、アクセサリー入れ計４点…

10,000円

畳の縁の巻き巻きポーチは、縁
についているチャックを巻き上
げるとポーチになるという面白
い商品。あなたの名前や、好き
な言葉を刺しゅう（10文字以…

木地師の手作り木製スプーン2個
セット

10,000円

東美濃地方に自生する広葉樹な
どを材料に「一刀一刀」木地師
が心を込めて彫り上げました。
材料は繊維に沿ってナタで割っ
て削っていくので、形状が…

笠置山クライミング年間パスポ
ートセットＡ（オリジナルチョ
ークバック付き）

30,000円

笠置山のボルダリングエリアは
、岩のスケール、ボリューム、
そして困難さといった点では、
国内屈指であるといわれていま
す。

笠置山クライミング年間パスポ
ートセットＣ（トポ里エリア、
笠置山手ぬぐい付き）

30,000円

笠置山のボルダリングエリアは
、岩のスケール、ボリューム、
そして困難さといった点では、
国内屈指であるといわれていま
す。

笠置山クライミング年間パスポ
ートセットＤ

20,000円

笠置山のボルダリングエリアは
、岩のスケール、ボリューム、
そして困難さといった点では、
国内屈指であるといわれていま
す。

笠置山クライミングトポ「里エ
リア」（笠置山手ぬぐい付き）

10,000円

笠置山のボルダリングエリアは
、岩のスケール、ボリューム、
そして困難さといった点では、
国内屈指であるといわれていま
す。

ボルダリングトレーニング用ラ
ングW120サイズ

20,000円

クライミングのトレーニング器
具です。
自宅の壁等に取り付け、手軽に
トレーニングできます。
国産のヒノキ・トチ・ケヤキ等

ボルダリングトレーニング用ラ
ングW450サイズ

10,000円

クライミングのトレーニング器
具です。
自宅の壁等に取り付け、手軽に
トレーニングできます。
国産のヒノキ・トチ・ケヤキ等

飯地高原自然テント村薪ストー
ブ付キャビンハイシーズン3カ月
前優先予約宿泊券

70,000円

標高600メートルの高原の町に
ある小さなキャンプ場です。
薪ストーブのついたログハウス
風のキャビンがあるので、今大
人気の冬キャンプをぬくぬくで

飯地高原自然テント村薪ストー
ブ付キャビン平日3カ月前優先予
約宿泊券

40,000円

標高600メートルの高原の町に
ある小さなキャンプ場です。
薪ストーブのついたログハウス
風のキャビンがあるので、今大
人気の冬キャンプをぬくぬくで



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 07 26

岐阜県　恵那市

飯地高原自然テント村キャンプ
サイト「テント泊」ハイシーズ
ン2カ月前優先予約宿泊券

20,000円

標高600メートルの高原の町に
ある小さなキャンプ場です。
家族風呂や衛生的なシャワー室
、ウォシュレット付きトイレな
ど、１年を通して女性やお子様

飯地高原自然テント村キャンプ
サイト「テント泊」平日2カ月前
宿泊券

10,000円

標高600メートルの高原の町に
ある小さなキャンプ場です。
家族風呂や衛生的なシャワー室
、ウォシュレット付きトイレな
ど、１年を通して女性やお子様

yama5ya旬の野菜の食事券1組2名
様分

11,000円

旬の野菜料理を味わえるカフェ
レストランです。店は築30年の
ログハウスを改装しました。
植物性の食材を使う料理ととも
に、小窓からのどかな風景、…

越沢コテージ宿泊優待券（１棟
１泊８人まで）とバーベキュー
グリル１セットレンタル付き

100,000円

木の温もりを感じながら、川の
せせらぎをＢＧＭに自然の中で
ワクワク体験を！
希望日が満室の場合があります
ので、早めの予約をお願いしま

上矢作道の駅ラ・フォーレ福寿
の里レストランペアお食事優待
券里山定食デザート付き

10,000円

道の駅“ラ・フォーレ福寿の里
”レストランで人気な里山定食
を２名様へプレゼント！

乗馬体験券（曳き馬体験＋速足
レッスン）1名分

10,000円

家族の一員、食いしん坊なのん
びり屋「ベル」は5歳の女の子
です。アメリカ原産のアパルー
サ種のおとなしい性質です。ぜ
ひ、皆さんに乗ってほしい。…

上矢作町史史料編１冊

20,000円

『上矢作町史』は、上矢作町制
50周年記念事業で「史料編」「
通史編」「民俗編」の全３刊が
発行されました。
史料編は、今日まで保存されて

上矢作町史通史編１冊

20,000円

『上矢作町史』は、上矢作町制
50周年記念事業で「史料編」「
通史編」「民俗編」の全３刊が
発行されました。
通史編は、上矢作町の自然の実

上矢作町史民俗編１冊

20,000円

『上矢作町史』は、上矢作町制
50周年記念事業で「史料編」「
通史編」「民俗編」の全３刊が
発行されました。
民俗編は、上矢作町に暮らした

上矢作の石仏１冊

10,000円

上矢作の人々の暮らしの中にい
きづいてきた石像物。
上矢作町内の石像物を調査し、
記録保存された内容となってい
ます。

上矢作町の仏像１冊

10,000円

豊かな自然と信仰心によって今
日まで遺されてきた仏像。
上矢作町の３ヶ寺「万光寺」「
円頂寺」「玉泉寺」と「旧大船
寺」の仏像を調査した貴重な１

むかしの上矢作あれこれ１冊

10,000円

上矢作の「かたりべ」が知り得
る上矢作町の歴史、民俗に関す
る事柄がまとめられた本で、興
味や関心の持てる内容となって
います。（平成16年9月発刊…
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岐阜県　恵那市

上矢作小学校のあしあと１冊

10,000円

明治31年に下原田小学校、明治
32年に上小学校として称されて
きた小学校が、平成6年「上矢
作小学校」として統合されまし
た。

三郷町の特産品！三郷産の新米
６ｋｇ（３ｋｇ×２袋）

10,000円

三郷町で穫れたお米です。お届
けは精白米となります。玄米を
希望される方は、お申し出くだ
さい。
※岐阜県美濃地域のコシヒカリ

中野方町の特産品！旬の農産加
工物セット棚田米入り

10,000円

山菜、キノコ、野菜など一番お
いしい旬の農産物や加工品と、
棚田米を５～８品セットにして
お届けします。※季節により内
容が異なります。９月は栗に…

明智町の特産品！明智町特産品
詰め合わせセット

10,000円

うどん、五平餅、はいからハヤ
シ、ハイカラビスケットなど明
智の名物が詰まったセットをお
届けします。

不動滝みそ3キロセット

10,000円

地元産の大豆、米麹、麦麹、塩
のみ添加物は一切使用しない、
昔ながらの天然醸造、手作り味
噌です。寒い時期にお母さんた
ちが麹から手作りし、半年以…

味噌セット

10,000円

昔ながらの製法にこだわったこ
の地方の地味噌。
力の強いうまみのある米糀、麦
麹をふんだんに使用した贅沢な
味噌です。

寒天お菓子の詰め合わせ

10,000円

山岡産の細寒天を使用したお菓
子の詰め合わせです。
5種類のお菓子が入っています
。
食べ比べもでき、寒天菓子を楽

心ぬくもりハーブギフトセット
ハーブティー5種類とバスハーブ
、ハーブソルトのセット

10,000円

恵那市山岡町の里山の小さなハ
ーブ農園の自家栽培ハーブのみ
を使用した、オリジナルブレン
ドハーブティとバスハーブ、ハ
ーブソルトのセットです。

お城の木で作るカッティングボ
ードと呼子笛（サイズ170）

15,000円

この商品は2018年岩村城周辺の
整備事業に於きまして産出致し
ました樹齢１５０年程のヒノキ
材を２年間乾燥させた後製品化
し呼子笛と共に提供致します…

お城の木で作るカッティングボ
ードと呼子笛（サイズ150）

10,000円

この商品は2018年岩村城周辺の
整備事業に於きまして産出致し
ました樹齢１５０年程のヒノキ
材を２年間乾燥させた後製品化
し呼子笛と共に提供致します…

飛騨牛のしぐれ煮と鮎が入った
華やか姫街道の朴葉寿司

10,000円

恵那市で愛され続けている郷土
料理、朴葉寿司に岐阜県の名産
品である飛騨牛や鮎を入れ、華
やかで贅沢なお寿司に仕上げま
した

エーナちゃんマスクホルダー5枚
入り

10,000円

外したマスクを、清潔に、スマ
ートに扱うことができるマスク
ホルダーです。
食事に際に仮置きなどテーブル
の上に置いても、カバンに入れ
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岐阜県　恵那市

笠置歴史探訪写真集（史跡・石
像物語）、姫栗伝猪狩城ものが
たり、かさぎ特産品「ゆず羊…

10,000円

笠置町は、秀峰笠置山に抱かれ
、木曽川を眼下に自然とロマン
に恵まれた地域です。
先人が足跡を残した笠置歴史探
訪写真集、姫栗伝猪狩城ものが

上矢作産農家自慢のこしひかり
（精米６㎏）

10,000円

上矢作の豊かな自然の中で「お
いしい・新鮮・安心の息吹農法
」により育てられた農家自慢の
コシヒカリ。
ツヤ・粘りなどがある美味しい

水野寒天ギフトセット

10,000円

自然豊かな岐阜の恵那市で良質
な天草100%を使用し、天日干し
で丁寧に心を込めて作られた寒
天と、その養分で作ったお米（
コシヒカリ）のギフトです。…

わらび餅食べ比べセットA

10,000円

中野方町にある工場敷地内で地
下90メートルから汲み上げた水
で丁寧に作りました。
おいしいお水を使ったわらび餅
は格別なおいしさです。

松浦軒本舗カステーラ詰合せ5本
セット

10,000円

当時の製法そのままに小釜で一
本一本丁寧に焼き上げた、
加寿天以羅（カステーラ）。
いつの時代にも愛されるどこか
懐かしい味。（プレーン）

水半名物販売店山菜味くらべセ
ット

10,000円

昔ながらの製法を守りつづけて
百有余年。
手作り、無添加、国産材料にこ
だわり続けております。
今回は、唐いも・みょうが・茄

恵那農業高校生が絞った季節の
里山蜂蜜セット蜂蜜120g瓶入3本
セット1個

10,000円

里山の自然環境や農業にとって
大切な存在である蜂蜜を守るた
め、恵那農業高校生が地域と連
携し、市内で増えている耕作放
棄地を再生、蜜源植物を育て…

恵那農業高校生が絞った季節の
里山蜂蜜セット蜂蜜200g倒立容
器入3種セット1個、蜂蜜35g瓶…

20,000円

里山の自然環境や農業にとって
大切な存在である蜂蜜を守るた
め、恵那農業高校生が地域と連
携し、市内で増えている耕作放
棄地を再生、蜜源植物を育て…

恵那農業高校生が絞った季節の
里山蜂蜜セット蜂蜜300g倒立容
器入3種セット1個、蜂蜜35g瓶…

30,000円

里山の自然環境や農業にとって
大切な存在である蜂蜜を守るた
め、恵那農業高校生が地域と連
携し、市内で増えている耕作放
棄地を再生、蜜源植物を育て…

8時間じっくり燻製スモークチー
ズ3種セット（プレーン、ペッパ
ー、あじめこしょう）

10,000円

岐阜県恵那市岩村町の空気の澄
んだ山中にて、選び抜かれた素
材をひとつひとつ丁寧に風味と
味わいにこだわって燻製してい
ます。

8時間じっくり燻製スモークチー
ズ4種（プレーン、ペッパー、あ
じめこしょう、くるみ）と…

20,000円

岐阜県恵那市岩村町の空気の澄
んだ山中にて、選び抜かれた素
材をひとつひとつ丁寧に風味と
味わいにこだわって燻製してい
ます。

女城主大吟醸720ｍｌ

10,000円

兵庫県産山田錦を40％まで精米
して造りました。
フルーツのような瑞々しい香り
と透明感のある舌触りの辛口の
大吟醸。
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岐阜県　恵那市

中山道大井宿コシヒカリ7キロ

10,000円

中山道大井宿沿線の岡瀬沢地内
で生産されたコシヒカリです。
有機栽培、低農薬に心がけ、安
全安心な美味しいお米を消費者
の皆さんにお届けしていま…

中山道大井宿コシヒカリ14キロ

20,000円

中山道大井宿沿線の岡瀬沢地内
で生産されたコシヒカリです。
有機栽培、低農薬に心がけ、安
全安心な美味しいお米を消費者
の皆さんにお届けしていま…

ますきのミートソーススパゲテ
ィー

10,000円

当社運営の店舗「和洋亭ますき
」、「パスタ・定食みむら」に
て提供をしている商品「ミート
ソーススパゲティー」を真空パ
ックにしてご家庭で調理・お…

坂折棚田お一人様オーナー1口

40,000円

中野方町にある石積みが美しい
「坂折棚田」。
この美しい景観や先祖の知恵や
技術を未来に残すべく棚田オー
ナー制度を行っています。

坂折棚田一般オーナー1口

117,000円

中野方町にある石積みが美しい
「坂折棚田」。
この美しい景観や先祖の知恵や
技術を未来に残すべく棚田オー
ナー制度を行っています。

純米吟醸「光」＋純米あま酒

10,000円

「岩村醸造×伊藤一樹」コラボ
商品「光」女城主一番人気の純
米吟醸とノンアルコール・ノン
シュガーの純米あま酒のセット
です。

飛騨牛モモ300g朴葉包み焼

30,000円

中山道大井宿旅籠「角屋」を継
いで400年。旅館いち川の料亭
料理人による新商品です。朴葉
の香りがふわっと漂う贅沢な飛
騨牛の包み焼き。ぜひご堪能…

DVDドローン空撮大会at上矢作町
～町全体がドローン飛行場とな
る奇跡の２日間～

10,000円

上矢作町では、ドローンを活用
して地域活性化につなげるまち
づくりを行っています。
このDVDは、令和３年６月に開
催したドローン空撮イベントの

恵那の朴葉すし（ほお葉寿司）
と鯖寿司、更紗紅ます寿司セッ
ト

12,000円

地元米（恵那市産コシヒカリ・
岐阜ハツシモ）の酢飯を使用し
ています。
酢飯の上に錦糸卵にきゃらぶき
、恵那産の煮しいたけなど素朴

岐阜県産えごま100％使用生えご
ま油（45g×2本）

10,000円

里山の自然環境や農業にとって
大切な存在である蜜蜂を守るた
め、恵那市内で増えている耕作
放棄地を再生、無農薬・無化学
肥料で栽培したエゴマを使用…

岐阜県産えごま100％使用生えご
ま油（45g×3本、110g×1本）

20,000円

里山の自然環境や農業にとって
大切な存在である蜜蜂を守るた
め、恵那市内で増えている耕作
放棄地を再生、無農薬・無化学
肥料で栽培したエゴマを使用…

岐阜県産えごま100％使用生えご
ま油（45g×4本、110g×2本）

30,000円

里山の自然環境や農業にとって
大切な存在である蜜蜂を守るた
め、恵那市内で増えている耕作
放棄地を再生、無農薬・無化学
肥料で栽培したエゴマを使用…
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岐阜県　恵那市

岐阜県産えごま100％使用生えご
ま油（45g×5本、110g×3本）

40,000円

里山の自然環境や農業にとって
大切な存在である蜜蜂を守るた
め、恵那市内で増えている耕作
放棄地を再生、無農薬・無化学
肥料で栽培したエゴマを使用…

岐阜県産えごま100％使用生えご
ま油（45g×7本、110g×3本）

50,000円

里山の自然環境や農業にとって
大切な存在である蜜蜂を守るた
め、恵那市内で増えている耕作
放棄地を再生、無農薬・無化学
肥料で栽培したエゴマを使用…

さとはちのこだわり里山の恵み
詰め合わせセット

50,000円

里山の自然環境や農業にとって
大切な存在である蜜蜂を守るた
め、恵那市内で増えている耕作
放棄地を再生、養蜂と無農薬・
無化学肥料のえごま栽培を行…

マイクロドローン総合コース１
名（恵那ドローンステーション
）

130,000円

マイクロドローンを始めてみた
いという方は、ぜひご受講くだ
さい。

ドローンパイロットビギナーコ
ース１名（恵那ドローンステー
ション）

130,000円

とりあえずドローンを飛ばせる
ようになりたいという方を対象
としたコースです

空撮実習コース１名（恵那ドロ
ーンステーション）

110,000円

空撮用ドローンをもっと上手く
活用できるようになりたいとお
考えの方におすすめです

天然木のテーブル

1,000,000円

総ケヤキで製作した食卓テーブ
ル

天然木の肘掛け椅子（ペーパー
コード）

150,000円

山桜で製作したペーパーコード
の肘掛け椅子

ラフォーレオリジナルお手軽五
平餅セット

10,000円

ラフォーレオリジナルお手軽五
平餅セット

農園セット

10,000円

馥郁農園の人気加工品詰め合わ
せ

メダリオン・ベルグラビアリゾ
ート【平日限定】ゴルフプレー
券（1名様）

25,000円

【平日限定】1名様1ラウンド限
定の昼食付プレー券

メダリオン・ベルグラビアリゾ
ート【全日利用可能】ゴルフプ
レー券（1名様）

50,000円

全日ご利用いただける1名様1ラ
ウンド限定の昼食付プレー券
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岐阜県　恵那市

メダリオン・ベルグラビアリゾ
ートペア宿泊券

80,000円

全日ご利用いただける1泊2食（
夕・朝）付き2名様宿泊券

メダリオン・ベルグラビアリゾ
ート宿泊券（１名様）

40,000円

全日ご利用いただける1泊2食（
夕・朝）付き1名様宿泊券

ふるさとの味「食べる味噌」

10,000円

あったかいご飯のお供に、また
おにぎりの具材として

半兵衛鯉の味

11,000円

地元の方々から長年愛されてい
る「鯉」の甘露煮

岩村山荘オリジナルセット

10,000円

地元の方々から長年愛されてた
旅館の味

銀の森プティボワ180

21,000円

”森の恵み”森で採れる食材、
特に「どんぐり」に注目し、そ
れ以外に山椒、熊笹、木の実、
ドライフルーツ等の食材がふん
だんに使われており、世界中の

銀の森プティボワ150

12,000円

”森の恵み”森で採れる食材、
特に「どんぐり」に注目し、そ
れ以外に山椒、熊笹、木の実、
ドライフルーツ等の食材がふん
だんに使われており、世界中の

国内産鶏肉鶏（けい）ちゃん（
しょうゆ味）250ｇ×6袋

10,000円

恵那市明智町（明智光秀生誕の
地）にて鶏（けい）ちゃんを作
り始めて40数年になります。
カネ周の鶏（けい）ちゃんは、
国内産鶏肉（セセリ肉、むね…

なつかしい「腰かご」と「手さ
げかご」２個セット

10,000円

上矢作で暮らすおばちゃんが１
個ずつ丁寧に心を込めて編み上
げた手作りのかごです。
野菜などの農作物収穫に重宝し
ます。

A4等級以上飛騨牛すき焼き・し
ゃぶ用肉500g【1301483】

20,000円

飛騨牛とは岐阜県内で14ヶ月以
上肥育された黒毛和種の中でも
特にきめ細かな霜降りと優れた
風味を持ち、評価された牛肉の
みに

A4等級以上飛騨牛すき焼き・し
ゃぶ用肉800g【1301485】

30,000円

飛騨牛とは岐阜県内で14ヶ月以
上肥育された黒毛和種の中でも
特にきめ細かな霜降りと優れた
風味を持ち、評価された牛肉の
みに

恵那岩村とみだコシヒカリ精米5
kg【1301620】

10,000円

令和3年産『恵那岩村とみだコ
シヒカリ』精米5kg入り袋です
。

岐阜県恵那市岩村町の米屋、山
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岐阜県　恵那市

恵那岩村とみだコシヒカリ玄米3
0kg【1301621】

50,000円

令和3年産『恵那岩村とみだコ
シヒカリ』玄米30kg入り袋です
。

岐阜県恵那市岩村町の米屋、山

＜恵那峡遊覧船＞大人2名様用乗
船引換券【1301698】

10,000円

恵那峡遊覧船の航路には自然に
出来たとは思えない様なとても
変わった形状の岩があり一見の
価値ありです。また季節によっ
て表情を変える恵那峡の大自…

恵那の和ぽてと15入【1302148】

14,000円

スイートポテト餡をシナモン生
地で包みました。
珈琲にとてもよくあう製品です
。
地元の農家さんのサツマイモを

栗きんとん入り焼き菓子「恵那
っ子」15入【1302154】

12,000円

しっとりとした生地のン中には
栗きんとんを入れました。
栗きんとんの香りとても良い製
品。
氷砂糖、を使い甘さを控えめに

栗納豆・芋納豆セット【1302174
】

13,000円

栗納豆と甘納豆のを詰め合わせ
セット。
氷砂糖を使った本製品は甘さを
控えめにするからこそ、素材本
来の味を楽しめます。

栗ひとつぶどら焼き抹茶栗ひと
つぶどらやき10入セット【13021
88】

10,000円

どら焼きの中に栗一粒を入れた
栗どら焼き。
氷砂糖を使用し甘さひかえめに
作っています。抹茶は、西尾の
抹茶使用しています。

岐阜の栗焼き菓子セット缶ギフ
ト【1302216】

11,000円

恵那栗工房良平堂オリジナルの
デザインしたCANに焼き菓子や
一口羊羹を詰めたセット。
母の日やバレンタイン、ホワイ
トデーなどギフトにも喜ばれま

手づくり五平もち10本箱入(タレ
付き)【1302954】

11,000円

創業より35年以上、手づくり製
法にこだわり、1本1本真心を込
めて作らせていただいておりま
す。
タレは醤油ベースに落花生・胡

歌子の里セット(大)【1303354】

10,000円

◇カステーラ◇
どこか懐かしい
素朴で、優しい触感のふわふわ
のカステーラ
卵と砂糖の濃厚な味わいが、お

うるおい入浴液「つるぽか特濃
」4リットル1個【1303649】

11,000円

岐阜県恵那市にある自社工場で
、手作業で丁寧に時間をかけて
製造しています。
香料などは使用せずに自然の素
材を活かした製品です。

うるおい入浴液「つるぽかエプ
ソムソルト」2リットル2個【130
3655】

18,000円

「つるぽかエプソムソルト」は
栄養豊富な国産の米ぬかと海藻
を発酵させ、さらにエプソムソ
ルトを高配合した製品です。
エプソムソルトは塩と同じく…

えごま油110ml2本【1304709】

15,000円

えごま油は、オメガ3脂肪酸を
含み、αーリノリン酸が代表的
な成分です。
◆おすすめの食べ方は、料理に
「かける」野菜に「つける」ス
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岐阜県　恵那市

桧(ヒノキ)の子供いす【1304933
】

50,000円

お子さんが最初に出逢う家具(
道具)だからこそ、本物の木の
温もり、そして「自分のもの」
という愛着心を感じて頂きたい
ものです。

桧(ヒノキ)の積み木セット【130
4935】

10,000円

積み木のすべてを無垢の岐阜県
産ヒノキで製作しました。すべ
ての角や面をやさしく1個1個手
作業で仕上げてあります。
無塗装ですので、お子様がなめ

タブレットスタンド＜スマホも
対応＞＜読書台としても使えま
す＞【1304937】

10,000円

タブレットやスマホが縦にも横
にも立てられ、支えの板を前後
にスライドすることにより、角
度が自在に変えられる便利なス
タンドです。

野の花や葉が似合う「一輪挿し
」2個セット【1304941】

10,000円

食卓や玄関先に置いて季節を味
わってください。
樹種は、国産材のナラやクリ、
カエデ、ヤマザクラなどです。
倒れにくくするため、やわらか

糸立てと針山のセット【1304943
】

10,000円

パッチワークをされている方か
らのご要望でデザインしました
。
糸と針山とハサミ入れを一緒に
収納でき、糸がよれず、先端が

木のフライ返し(大)×1個【1304
944】

10,000円

ホットプレートでお好み焼きや
餃子、ホットケーキ等を作る時
、ステンレス製のフライ返しを
使うとホーローに傷がついてし
まいます。また、樹脂製のも…

木のフライ返し(大)・(小)2個セ
ット【1304945】

20,000円

ホットプレートでお好み焼きや
餃子、ホットケーキ等を作る時
、ステンレス製のフライ返しを
使うとホーローに傷がついてし
まいます。また、樹脂製のも…

木の靴べら(40cm)×1個【130494
6】

10,000円

お気に入りの靴は長く履きたい
ものです。靴べらを使う習慣を
つけると、スニーカーなら2倍
ほど長持ちします。
この靴べらは、玄関先や会社、

桧(ヒノキ)の子供机【1304947】

70,000円

「桧の子供いす」に合わせ、お
子様用に制作した机です。天板
の厚みが3.3cmありますので、
どっしりとした感じです。
手や体が当たっても痛くないよ

桧(ヒノキ)のダイニングチェア
【1304948】

100,000円

日本の人工林面積の約7割をヒ
ノキとスギで占めています。
昔は、学校の机や椅子はヒノキ
で制作されていましたが、合板
のパイプ机やパイプ椅子に変わ

学習机(スライド式引き出し2杯
付き)(ヒノキ材)【1304949】

280,000円

桧(ヒノキ)を使って学習机を制
作しています。
日本の国土面積の約7割を森林
面積が占めており、その4割が
人工林面積で1020万ヘクタール

木の靴べら(50cm)(国産材使用)1
個【1304951】

12,000円

お気に入りの靴は長く履きたい
ものです。靴べらを使う習慣を
つけると、スニーカーなら2倍
ほど長持ちします。
この靴べらは、立った状態と座
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岐阜県　恵那市

木の靴べら(70cm)(国産材使用)1
個【1304952】

20,000円

お気に入りの靴は長く履きたい
ものです。靴べらを使う習慣を
つけると、スニーカーなら2倍
ほど長持ちします。
この靴べらは、玄関先で立った

三浦豚豚肉ステーキ900gとんか
つブランド豚【1305024】

10,000円

恵那名産細寒天の海藻天草で育
った柔らかさとジューシーさが
特徴のお肉です。
豚肉の中でも最もジューシーで
食べやすいロースを1枚150g前

三浦豚豚肉ロース900g生姜焼き
ブランド豚【1305025】

10,000円

恵那名産細寒天の海藻天草で育
った柔らかさとジューシーさが
特徴のお肉です。
豚肉の中でもジューシーで食べ
やすいロースを1枚75g前後の中

三浦豚豚肉ロース薄切り900gし
ゃぶしゃぶブランド豚【1305026
】

10,000円

恵那名産細寒天の海藻天草で育
った柔らかさとジューシーさが
特徴のお肉です。
豚肉の中でも最もジューシーで
食べやすいロースを薄切りにし

豪華三浦豚1.1kg豚肉セット肩ロ
ースカルビランプブランド豚【1
305027】

10,000円

恵那名産細寒天の海藻天草で育
った柔らかさとジューシーさが
特徴のお肉です。
肩ロース400g、カルビ400g、ラ
ンプ300gの満足セット。焼肉や

特盛三浦豚1.7kg豚肉セットバラ
ウデモモブランド豚【1305029】

10,000円

恵那名産細寒天の海藻天草で育
った柔らかさとジューシーさが
特徴のお肉です。
バラ300g、ウデ500g、モモ900g
の満足セット。焼肉やお鍋にど

LGASIA(ルガシア)多機能薪バサ
ミ炎群(homura)グリップ漆＜ス
タンダードサイズ＞【1305532】

41,000円

火吹き棒・火バサミがこれ1つ
に!

空気を送る火吹き棒の機能と、
薪を操作する火バサミ機能を兼

濃厚トマトジュースセット4本入
り【1305990】

11,000円

愛知の高級スーパーや、生協に
も出荷してるトマトです。その
安全で美味しいトマトは地元の
道の駅でも大人気です。そのト
マトを丸ごとギュッと絞りま…

飛騨牛サーロインステーキ(A5ラ
ンク)250g×5枚【1306077】

70,000円

飛騨牛のA5ランクを使用。1枚2
50gと厚くカットしたステーキ
をお楽しみください。

■生産者の声

飛騨牛ローススライスA5ランク1
800gしゃぶしゃぶすき焼き【130
6078】

100,000円

飛騨牛のA5ランクのローススラ
イスです。しゃぶしゃぶやすき
焼きでお召し上がりください。

■生産者の声

飛騨牛サーロインステーキ(A5ラ
ンク)250g×2枚【1306080】

30,000円

飛騨牛のA5ランクを使用。1枚2
50gと厚くカットしたステーキ
をお楽しみください。

■生産者の声

飛騨牛ローススライスA5ランク1
250gしゃぶしゃぶ・すき焼き【1
306277】

70,000円

飛騨牛A5ランクのローススライ
スです。しゃぶしゃぶやすき焼
きでお召し上がりください。

■生産者の声
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岐阜県　恵那市

飛騨牛ローススライスA5ランク8
80gしゃぶしゃぶ・すき焼き【13
06279】

50,000円

飛騨牛A5ランクのローススライ
スです。しゃぶしゃぶやすき焼
きでお召し上がりください。

■生産者の声

飛騨牛ローススライスA5ランク5
00gしゃぶしゃぶ・すき焼き【13
06280】

30,000円

飛騨牛A5ランクのローススライ
スです。しゃぶしゃぶやすき焼
きでお召し上がりください。

■生産者の声

飛騨牛モモスライスA5ランク130
0gしゃぶしゃぶ・すき焼き【130
6285】

50,000円

飛騨牛A5ランクのモモスライス
です。赤身肉でありながら絶妙
な霜降り具合で食べやすさと旨
味を兼ね備えた逸品。しゃぶし
ゃぶやすき焼きでお召し上が…

飛騨牛モモスライスA5ランク750
gしゃぶしゃぶ・すき焼き【1306
286】

30,000円

飛騨牛A5ランクのモモスライス
です。赤身肉でありながら絶妙
な霜降り具合で食べやすさと旨
味を兼ね備えた逸品です。

飛騨牛モモスライスA5ランク500
gしゃぶしゃぶ・すき焼き【1306
289】

20,000円

飛騨牛A5ランクのモモスライス
です。赤身肉でありながら絶妙
な霜降り具合で食べやすさと旨
味を兼ね備えた逸品です。

LGASIA(ルガシア)多機能薪バサ
ミ炎群(homura)ヒノキ＜ミニサ
イズ＞【1306574】

35,000円

火吹き棒・火バサミを1つに!

手が小さめの方、女子キャンパ
ーやお子様まで。より幅広い方
々にお使いいただけます。機能

自家焙煎極深煎り珈琲豆挽いた
豆【1306608】

10,000円

珈琲豆は高品質(スペシャルテ
ィコーヒーと言われる)の生豆
を仕入れ後、虫くい、カビなど
の不良豆を手作業で取り除き、
極深煎りに焙煎しています。極

アップルパイと銀の森コーヒー
セット【1306706】

10,000円

銀の森アップルパイと相性の良
いコーヒー豆を厳選し、特別ブ
レンドで焙煎したコーヒーとセ
ットの製品です。
銀の森アップルパイは”ふじ林

銀の森オリジナルピザ5種セット
(冷凍)【1306707】

10,000円

もっと美味しいピザをもっと手
軽に食べてほしい!

たっぷりのソースとたっぷりの
チーズ、たっぷりトッピング!

竈出汁・野菜出汁2種類セット【
1306708】

10,000円

竈出汁…高知県産の宗田節や熊
本県産のアゴを使用し、塩にま
でこだわり、化学調味料や保存
料を一切使わずに仕上げた人気
の和風出汁です。

銀の森オリジナルピザ9種セット
(冷凍)【1306732】

20,000円

もっと美味しいピザをもっと手
軽に食べてほしい!

たっぷりのソースとたっぷりの
チーズ、たっぷりトッピング!

銀の森オリジナルピザ14種セッ
ト(冷凍)【1306733】

30,000円

もっと美味しいピザをもっと手
軽に食べてほしい!
たっぷりのソースとたっぷりの
チーズ、たっぷりトッピング!!
・マルゲリータ:ピザの定番マ
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岐阜県　恵那市

銀の森オリジナルピザ11種セッ
ト(冷凍)【1306734】

25,000円

もっと美味しいピザをもっと手
軽に食べてほしい!

たっぷりのソースとたっぷりの
チーズ、たっぷりトッピング!

偶然が生んだ極長熟醤油たまり
風長熟八年醤油＜900ml＞【1306
788】

11,000円

八年もの長期熟成醤油です。
濃厚なため、通常のお醤油より
使用量をかなり控えてお使いく
ださい。
歴史的な製品の為、888本だけ

わらじ五平餅15本セット(くるみ
ごへいたれ付)【1306801】

12,000円

わらじ五平餅15本と、15本分の
チューブ入りたれのセットです
。
岐阜県東濃地区に伝わる「わら
じ五平餅」を日持ちがするよう

中山太鼓の太鼓バチ【1306833】

20,000円

岐阜県重要無形民俗文化財「中
山太鼓」の大太鼓用のバチです
。約400年前、武田勝頼が串原
を攻めてきた際に、武士の士気
を高めるため大太鼓をこぶし…

天然醸造・無添加三種麹みそ(米
麦豆味噌)「美濃路」3kg【13068
53】

10,000円

【三種麹みそ(米麦豆味噌)】
岐阜県東濃地区は、信州と三河
に挟まれており、信州の「米み
そ」と三河の「豆みそ」の両方
の影響を受けておりました。

山ごぼう入り「茶づけみそ」1.5
kg【1306879】

11,000円

茶漬け味噌は、もともとは「し
ょうみそ」、「納豆味噌」、「
なめみそ」、「おかずみそ」な
どと呼ばれ、具材は各家庭それ
ぞれ好みの食材で作ります。…

ジビエ郷土料理と手打ち蕎麦1組
4名様分お食事券【1306901】

120,000円

1日1組限定の隠れ家的料理屋で
す。囲炉裏をかこみながら猪や
鹿などのジビエを使った郷土料
理や、昔ながらの手作りの味、
栽培から行うこだわりの手打…

山ごぼう味噌漬300g【1306903】

10,000円

岐阜県東濃地域伝承の漬物。近
年は産地が北上し、希少なお漬
物になってきました。
マルコ醸造では、毎年冬に、生
の山ごぼうを天日干しし、塩漬

飛騨美濃すぐれもの百年伝承味
噌1.5kg【1306912】

10,000円

味噌は、今や機械化されて短期
間に大量生産された製品がほと
んどです。
そんな中、明治31年創業のマル
コ醸造の味噌は、地元に伝わる

飛騨美濃すぐれものくるみごへ
いたれ【1306920】

11,000円

岐阜県東濃地区に伝わる伝統的
な味を忠実に再現して作ったこ
だわりのくるみ万能たれです。
くるみ、ごま、ピーナッツをふ
んだんに使用しているのが特…

出来立てを超えた甘酒クリーム
コッペパン(10個入)【1306926】

13,000円

クリームパンの有名メーカーさ
んとマルコ醸造がコラボして出
来上がった甘酒クリームコッペ
パン。
マルコ醸造の手作り糀甘酒で作

山岡細寒天100g×2袋【1306927
】

10,000円

昭和初期より伝わる恵那市山岡
町の細寒天は、海藻の天草を原
料として、冬の厳寒を利用した
昔ながらの手作業で製造されて
います。
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岐阜県　恵那市

山岡細寒天500g×1袋【1306929
】

20,000円

昭和初期より伝わる恵那市山岡
町の細寒天は、海藻の天草を原
料として、冬の厳寒を利用した
昔ながらの手作業で製造されて
います。

山岡細寒天500g×2袋【1306930
】

30,000円

昭和初期より伝わる恵那市山岡
町の細寒天は、海藻の天草を原
料として、冬の厳寒を利用した
昔ながらの手作業で製造されて
います。

菊芋漬け満喫詰め合わせ(粕漬・
赤味噌漬・田舎味噌漬)(各二袋)
【1306936】

10,000円

1970年代、地元の農家さんが、
大根畑に侵食して困ると持って
こられたのが菊芋漬け開発のき
っかけ。
当時は「から芋」と地元で呼ば

からだが喜ぶ醤油(長熟1年半)1L
×3本【1306961】

10,000円

長熟醤油(純粋なお醤油)
醤油は長期熟成することにより
、天然の旨味成分、甘味、コク
が増します。長熟醤油は、少量
でも薄めても濃厚です。

出来立てを超えた甘酒クリーム
コッペパン(30個入)【1307048】

38,000円

クリームパンの有名メーカーさ
んとマルコ醸造がコラボして出
来上がった甘酒クリームコッペ
パン。
マルコ醸造の手作り糀甘酒で作

わらじ五平餅30本セット(くるみ
ごへいたれ付)【1307088】

24,000円

わらじ五平餅30本と、30本分の
チューブ入りたれのセットです
。
岐阜県東濃地区に伝わる「わら
じ五平餅」を日持ちがするよう

山ごぼう味噌漬600g【1307092】

18,000円

岐阜県東濃地域伝承の漬物。近
年は産地が北上し、希少なお漬
物になってきました。
マルコ醸造では、毎年冬に、生
の山ごぼうを天日干しし、塩漬

岐阜県産＜梅干し＞不揃い(天日
干し・減塩・無添加)【1307101
】

10,000円

近隣の梅干し農家にスタッフ全
員で行って、木から収穫させて
もらっています。
昔ながらの酸っぱい、でも塩辛
くない梅干しです。たっぷり紫

みそたまり醤油最上生引1L×3本
【1307113】

10,000円

味噌たまり醤油は、味噌屋であ
るマルコ醸造ならではの醤油で
す。
その理由は味噌の桶から取る、
希少な「したたまり」を生醤油

お墓掃除代行掃除隊【1307132】

30,000円

恵那を離れ、遠方となった実家
のお墓を気にしていませんか。
遠く離れた実家のお墓参り、清
掃はとても大変です。
また、新型コロナにより帰省す

国産＜小粒梅干し＞(天日干し・
減塩・無添加)【1307140】

10,000円

岐阜県または愛知県産の小粒梅
干しを漬け込みました。
昔ながらの酸っぱい、でも塩辛
くない梅干しです。たっぷり紫
蘇のおかげで色鮮やか。

＜甘糀チューブ＞(甘酒のもと)(
お砂糖の代わりに)お米と手作り
糀だけで作った自然の無添…

10,000円

無添加、手作りのこだわりの甘
糀。そのまま割れば甘酒に、お
砂糖の代わりにお料理やお菓子
作りに。
飲む点滴と言われるほど、栄養



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 07 26

岐阜県　恵那市

老舗味噌屋の手作り発酵調味料
＜生塩糀＞5本セット【1307187
】

11,000円

生米糀と天然塩で作った塩こう
じ。
天然塩のミネラルと、じっくり
発酵した米糀から出る味は、塩
辛い中にも旨みと甘みを感じま

空き家見廻り隊【1307188】

20,000円

恵那を離れ、長期間空き家とな
った実家を気にされてはいかが
でしょうか。
遠く離れた実家の管理は、非常
に労力を要します。

長熟弐年醤油使用＜しょうゆ麹
＞5個セット【1307194】

11,000円

原材料は米糀と長熟弐年醤油の
みの完全オリジナルの醤油こう
じ。
添加物等は一切ありません。
舐めても甘みを感じ、それだけ

昔ながらのロジブタ作り。＜生
米麹(米こうじ)＞【1307198】

10,000円

岐阜クリーン農法で育てた岐阜
県恵那市産コシヒカリの丸米を
昔ながらの手作りの製法で仕上
げた米糀です。
作りたての生糀です。賞味期限

奥美濃古地鶏ケイチャンセットG-
KEI-A2130【1307346】

10,000円

岐阜県の郷土料理「ケイチャン
」を「清流の国」岐阜県・奥美
濃地域で育った地鶏「奥美濃古
地鶏」を使って作り上げました
。タレは「奥美濃古地鶏」の…

奥美濃古地鶏ハムBセットG-KOJ-
B2140【1307387】

10,000円

「清流の国」岐阜県・奥美濃地
域で育った地鶏「奥美濃古地鶏
」を使った、本格的なプレスハ
ムのセットです。
奥美濃古地鶏とは、鶏の原種と

恵那峡フレッシュハムBセットG-
ENA-B1840【1307418】

10,000円

雄大な自然中央アルプスの麓、
豊富な水と澄みきった空気の郷
。「青い山脈」が眼の前に広が
る岐阜県恵那地域でつくり上げ
ました。昔ながらのきめ細や…

ゴーバルハム・ソーセージ詰め
合わせ【1307441】

10,000円

Livingissharing~生きることは
分かち合うこと～という理念の
もと、田舎に暮らしながら「分
かち合い、共に生きるためのも
のづくり」を模索し続けてい…

かめや菓子舗のかすていら5本セ
ット【1307582】

10,000円

毎朝焼かれる色とりどりの『か
すていら』
江戸時代より変わることのない
製法・技術で1本1本丁寧に焼き
上げます。

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄20サイズ鼻緒白【13077
77】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄23サイズ鼻緒白【13077
78】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄20
サイズ鼻緒白【1307779】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…
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岐阜県　恵那市

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄25サイズ鼻緒白【13078
32】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄27サイズ鼻緒白【13078
33】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄28サイズ鼻緒白【13078
34】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄23
サイズ鼻緒白【1307835】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

LGASIA(ルガシア)多機能薪バサ
ミ炎群(homura)ヒノキ＜スタン
ダードサイズ＞【1307838】

35,000円

火吹き棒・火バサミがこれ1つ
に!

空気を送る火吹き棒の機能と、
薪を操作する火バサミ機能を兼

LGASIA(ルガシア)多機能薪バサ
ミ炎群(homura)グリップ赤漆＜
スタンダードサイズ＞【13078…

41,000円

火吹き棒・火バサミがこれ1つ
に!

空気を送る火吹き棒の機能と、
薪を操作する火バサミ機能を兼

LGASIA(ルガシア)多機能薪バサ
ミ炎群(homura)漆＜ミニサイズ
＞【1307840】

41,000円

火吹き棒・火バサミを1つに!

手が小さめの方、女子キャンパ
ーやお子様まで。より幅広い方
々にお使いいただけます。機能

LGASIA(ルガシア)多機能薪バサ
ミ炎群(homura)赤漆＜ミニサイ
ズ＞【1307841】

41,000円

火吹き棒・火バサミを1つに!

手が小さめの方、女子キャンパ
ーやお子様まで。より幅広い方
々にお使いいただけます。機能

福神漬(無添加・国産)【1307844
】

10,000円

すべて国産野菜で作ったこだわ
りの福神漬け。
大根、胡瓜、茄子、人参、山ご
ぼう、生姜、みょうが、しその
実の合計八種類の野菜を使用し

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄25
サイズ鼻緒白【1307859】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄27
サイズ鼻緒白【1307874】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄28
サイズ鼻緒白【1307882】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…
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岐阜県　恵那市

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄20サイズ鼻緒黒【13078
89】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄23サイズ鼻緒黒【13078
90】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄25サイズ鼻緒黒【13078
97】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄27サイズ鼻緒黒【13078
99】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄28サイズ鼻緒黒【13079
00】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄20
サイズ鼻緒黒【1307903】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄23
サイズ鼻緒黒【1307906】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄25
サイズ鼻緒黒【1307909】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄27
サイズ鼻緒黒【1307912】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄28
サイズ鼻緒黒【1307914】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄20サイズ鼻緒グレー【1
307927】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄23サイズ鼻緒グレー【1
307931】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…
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岐阜県　恵那市

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄25サイズ鼻緒グレー【1
307966】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄27サイズ鼻緒グレー【1
307970】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

GETALS(ゲタル)東濃ひのきの五
本指下駄28サイズ鼻緒グレー【1
307983】

44,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄20
サイズ鼻緒グレー【1308004】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄23
サイズ鼻緒グレー【1308006】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄25
サイズ鼻緒グレー【1308008】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄27
サイズ鼻緒グレー【1308068】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

roomGETALS(ルームゲタル)東濃
ひのきの室内履き五本指下駄28
サイズ鼻緒グレー【1308070】

48,000円

健康維持を追求しようと開発し
た五本指健康下駄です。下駄の
台座は、恵那市にゆかりのある
木曽の森林から採った「東濃ひ
のき」を使っています。鼻緒…

飛騨牛ロース1kgカルビ700g三浦
豚ロース900g豪華3点セットしゃ
ぶしゃぶ・焼肉【1308075】

100,000円

「ぎふ」の豊かな自然が育んだ
美味しい飛騨牛と恵那山麓で寒
天を食べて育った三浦豚の贅沢
セット。
岐阜が世界に誇るブランド肉を

飛騨牛ロース1kg三浦豚ロース焼
肉用1kgバーベキューセットご家
族ご友人と【1308076】

67,000円

「ぎふ」の豊かな自然が育んだ
美味しい飛騨牛と恵那山麓で寒
天を食べて育った三浦豚を贅沢
セットにまとめました。
岐阜が世界に誇るブランド肉を

飛騨牛ロース800g三浦豚ロース3
00g豪華しゃぶしゃぶセットA【1
308077】

50,000円

「ぎふ」の豊かな自然が育んだ
美味しい飛騨牛と恵那山麓で寒
天を食べて育った三浦豚を贅沢
セットにまとめました。
岩島屋特製笠置産ゆずを使用し

飛騨牛ロース400g三浦豚ロース3
00g豪華しゃぶしゃぶセットB【1
308078】

30,000円

「ぎふ」の豊かな自然が育んだ
美味しい飛騨牛と恵那山麓で寒
天を食べて育った三浦豚を贅沢
セットにまとめました。
岩島屋特製笠置産ゆずを使用し
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岐阜県　恵那市

恵那産ミニスウェーデントーチ2
個×五徳セット【1308087】

10,000円

岐阜県恵那産のミニスウェーデ
ントーチ2個と専用五徳のセッ
トです。
北欧フィンランドで昔から使わ
れていた『かがり火』。

恵那産ミニスウェーデントーチ
×五徳×羽釜セット【1308088】

17,000円

岐阜県恵那産ミニスウェーデン
トーチ2個と専用五徳、一合炊
き羽釜をセットにしました。
北欧フィンランドで昔から使わ
れていた『かがり火』。丸太に

くしはら温泉ささゆりの湯入浴
券12枚【1308390】

20,000円

標高464mの山頂にあり、露天風
呂やテラスからは近隣の山々を
見渡すことが出来、近隣には軽
スポーツやキャンプなどがたっ
ぷり楽しめる施設が充実して…

明智ゴルフ場平日プレー券1名様
分【1308397】

35,000円

タブレット型ナビを導入済!
中コースは【自走式カート】大
自然を遠くに見渡せる爽やかな
空間。ピンまで見えるホールが
多く、比較的フラットで気持ち

くしはら温泉ささゆりの湯入浴
券6枚【1308399】

10,000円

標高464mの山頂にあり、露天風
呂やテラスからは近隣の山々を
見渡すことが出来、近隣には軽
スポーツやキャンプなどがたっ
ぷり楽しめる施設が充実して…

明智ゴルフ場平日プレー券2名様
分【1308400】

70,000円

タブレット型ナビを導入済!
中コースは【自走式カート】大
自然を遠くに見渡せる爽やかな
空間。ピンまで見えるホールが
多く、比較的フラットで気持ち

明智ゴルフ場平日プレー券4名様
分【1308403】

150,000円

タブレット型ナビを導入済!
中コースは【自走式カート】大
自然を遠くに見渡せる爽やかな
空間。ピンまで見えるホールが
多く、比較的フラットで気持ち

明智ゴルフ場土日祝プレー券1名
様分【1308406】

60,000円

タブレット型ナビを導入済!
中コースは【自走式カート】大
自然を遠くに見渡せる爽やかな
空間。ピンまで見えるホールが
多く、比較的フラットで気持ち

明智ゴルフ場土日祝プレー券4名
様分【1308408】

250,000円

タブレット型ナビを導入済!
中コースは【自走式カート】大
自然を遠くに見渡せる爽やかな
空間。ピンまで見えるホールが
多く、比較的フラットで気持ち

天外天しょうゆ、味噌セット317
【1308474】

11,000円

天外天味噌は、厳選された内モ
ンゴルで育てた大豆と米、内モ
ンゴルの岩塩を使用。日本の味
噌職人が素材と製法にこだわっ
て仕上げた味噌です。

おひさまワイン〔ブラン〕【130
8650】

10,000円

長野県松本市にて生産された生
食用のナイアガラと
山梨県産のデラウェアをバラン
スよく配合致しました。
ナイアガラの香りとデラウェア

飲む寒天ジュレセット【1310036
】

10,000円

恵那市山岡町の特産品細寒天で
手づくりした「飲む寒天ジュレ
」、オレンジ、ゆず、ぶどうの
3種類の味が楽しめます。
寒天は、食物繊維を含む健康食
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岐阜県　恵那市

山岡駅かんてんかん詰合せセッ
ト【1310042】

11,000円

細寒天は、恵那市山岡町の特産
品です。「山岡駅かんてんかん
」は、細寒天の歴史、製造方法
など寒天の魅力を知ることがで
きる寒天資料館のほかレスト…

串原特産品ゴーバルハムとこん
にゃくセット【1310169】

11,000円

◆魅力
ゴーバルの製品は化学調味料、
保存料、発色剤などは一切使用
せず、時間をかけてじっくり熟
成させて自然の旨みを引き出し

串原の布ぞうり男性用Lサイズ(2
5cm～26cm)【1310419】

10,000円

串原の布ぞうりは、着物や布団
などの布をごみとせず、布ぞう
りとするエコ製品です。1足1足
、心を込めて作った手作り品で
、美しく丈夫な作品です。

串原のクシッパ男性用Lサイズ(2
5cm～26cm)【1310423】

10,000円

クシッパは、着物や布団などの
リサイクル生地を使ったエコ製
品です。コットンなど張りのあ
る素材で作る規則的な格子模様
が特徴的なサンダルです。

赤ちゃんを優しく包んでくれる
「布団職人の手作りだっこふと
ん」(専用カバー:ブルー)【13…

42,000円

上質な綿(わた)をたっぷり約50
0g使用しており、生まれたばか
りの“首がすわらない”赤ちゃ
んをしっかりささえます。また
、お母さんの優しさに包まれる

赤ちゃんを優しく包んでくれる
「布団職人の手作りだっこふと
ん」(専用カバー:イエロー)【…

42,000円

上質な綿(わた)をたっぷり約50
0g使用しており、生まれたばか
りの“首がすわらない”赤ちゃ
んをしっかりささえます。また
、お母さんの優しさに包まれる

赤ちゃんを優しく包んでくれる
「布団職人の手作りだっこふと
ん」(専用カバー:ピンク)【13…

42,000円

上質な綿(わた)をたっぷり約50
0g使用しており、生まれたばか
りの“首がすわらない”赤ちゃ
んをしっかりささえます。また
、お母さんの優しさに包まれる

恵那こしひかり【1310680】

13,000円

庄内川の源流「寿老の滝」か流
れる蛍が舞う佐々良木川の水と
、有機肥料・EM菌を活用した土
づくり、昼夜の温暖差により「
冷めてもうまい米」ができま…

くしはら温泉ささゆりの湯「く
しはら亭」へぼ釜飯お刺身セッ
ト温泉入浴券付【1310759】

11,000円

「へぼ」とはクロスズメバチの
ことです。
海から遠い山間部では、昔から
貴重なタンパク源として食べら
れてきました。

くしはら温泉ささゆりの湯「く
しはら亭」へぼ釜飯天ぷらセッ
ト温泉入浴券付【1310762】

11,000円

「へぼ」とはクロスズメバチの
ことです。
海から遠い山間部では、昔から
貴重なタンパク源として食べら
れてきました。

いいなかギフト飯地するめのこ
うじ漬け3枚入りギフト【131100
1】

12,000円

手作り麹で漬けダレを作り、そ
こにスルメを20日間ほどじっく
り漬けこみました。
海なし県の高原の町の特産品が
なぜ「するめ」かというと、か

岐阜県恵那市旅館いち川ご利用
券＜5,000円分＞【1311008】

17,000円

岐阜県恵那市、中山道大井宿の
旅籠・角屋を継いで400年。
老舗料理旅館「旅館いち川」の
宿泊代またはお食事代としてご
利用いただける「ご利用券」で
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岐阜県　恵那市

岐阜県恵那市旅館いち川ご利用
券＜10,000円分＞【1311009】

34,000円

岐阜県恵那市、中山道大井宿の
旅籠・角屋を継いで400年。
老舗料理旅館「旅館いち川」の
宿泊代またはお食事代としてご
利用いただける「ご利用券」で

岐阜県恵那市旅館いち川ご利用
券＜15,000円分＞【1311011】

50,000円

岐阜県恵那市、中山道大井宿の
旅籠・角屋を継いで400年。
老舗料理旅館「旅館いち川」の
宿泊代またはお食事代としてご
利用いただける「ご利用券」で

岐阜県恵那市旅館いち川ご利用
券＜30,000円分＞【1311012】

100,000円

旅館いち川での飲食代や宿泊代
としてご利用いただけます。

【旅館いち川のご紹介】
岐阜県恵那市、中山道大井宿の

人気デザインチェアモノトーン
ブラック1脚【1312041】

25,000円

ミッドセンチュリーなデザイン
も様々な空間に溶け込みます。
背中から太ももまで、からだを
すっぽりと覆いこむ形なので、
長時間座っていても疲れに…

アウトドア収納ケースグリーンM
サイズ1個【1312046】

11,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースグレーMサ
イズ1個【1312049】

11,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースグレーSサ
イズ1個【1312053】

11,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースグレーSサ
イズ2個組【1312055】

15,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースグリーンS
サイズ1個【1312056】

11,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースグリーンS
サイズ2個組【1312058】

15,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

フォールディングコンテナー30L
サイズ1個【1312062】

11,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産の折りたたみ式収
納ボックスです。国産品なので
安心の強度と構造です。
子育てママ達の声を受けて作ら

フォールディングコンテナー40L
サイズ1個【1312063】

15,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産の折りたたみ式収
納ボックスです。国産品なので
安心の強度と構造です。
子育てママ達の声を受けて作ら
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岐阜県　恵那市

ごみ箱連結45Lライトグリーン2
個組【1312065】

13,000円

45Lの大容量が嬉しい!シンプル
でかわいいコンテナ型ゴミ箱。
一般家庭用の45Lゴミ袋にも対
応した大容量サイズのダストボ
ックスです。キッチン等で出…

ごみ箱連結45Lグリーン2個組【1
312081】

13,000円

45Lの大容量が嬉しい!シンプル
でかわいいコンテナ型ゴミ箱。
一般家庭用の45Lゴミ袋にも対
応した大容量サイズのダストボ
ックスです。キッチン等で出…

ごみ箱連結45Lダークグリーン2
個組【1312084】

13,000円

45Lの大容量が嬉しい!シンプル
でかわいいコンテナ型ゴミ箱。
一般家庭用の45Lゴミ袋にも対
応した大容量サイズのダストボ
ックスです。キッチン等で出…

ごみ箱連結33Lライトグリーン2
個組【1312085】

11,000円

33Lのシンプルでかわいいコン
テナ型ダストボックス。
取っ手でらくらくオープン。キ
ッチンに立つあなたに優しい設
計。キッチン等で出るゴミはも

ごみ箱連結33Lダークグリーン2
個組【1312087】

11,000円

33Lのシンプルでかわいいコン
テナ型ダストボックス。
取っ手でらくらくオープン。キ
ッチンに立つあなたに優しい設
計。キッチン等で出るゴミはも

ごみ箱ダストボックス連結33Lグ
リーン2個組【1312088】

11,000円

33Lのシンプルでかわいいコン
テナ型ダストボックス。
取っ手でらくらくオープン。キ
ッチンに立つあなたに優しい設
計。キッチン等で出るゴミはも

ごみ箱連結45Lブラウン2個組【1
312093】

11,000円

45Lの大容量が嬉しい!シンプル
でかわいいコンテナ型ゴミ箱。
一般家庭用の45Lゴミ袋にも対
応した大容量サイズのダストボ
ックスです。キッチン等で出…

ごみ箱連結45Lホワイト2個組【1
312097】

11,000円

45Lの大容量が嬉しい!シンプル
でかわいいコンテナ型ゴミ箱。
一般家庭用の45Lゴミ袋にも対
応した大容量サイズのダストボ
ックスです。キッチン等で出…

アウトドア収納ケースブラックS
サイズ2個組【1312100】

15,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

ごみ箱連結33Lブラウン2個組【1
312101】

11,000円

33Lのシンプルでかわいいコン
テナ型ダストボックス。
取っ手でらくらくオープン。キ
ッチンに立つあなたに優しい設
計。キッチン等で出るゴミはも

ごみ箱プッシュペダルペール45L
ホワイト1個【1312102】

11,000円

45Lの2種類の便利なオープン機
能が付いたゴミ箱。
プッシュとペダル、2種類のオ
ープン機能でとっても便利!キ
ッチン等で出るゴミはもちろん

ごみ箱連結33Lホワイト2個組【1
312103】

11,000円

33Lのシンプルでかわいいコン
テナ型ダストボックス。
取っ手でらくらくオープン。キ
ッチンに立つあなたに優しい設
計。キッチン等で出るゴミはも
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岐阜県　恵那市

ごみ箱プッシュペダルペール45L
ブラウン1個【1312105】

11,000円

45Lの2種類の便利なオープン機
能が付いたゴミ箱。
プッシュとペダル、2種類のオ
ープン機能でとっても便利!キ
ッチン等で出るゴミはもちろん

アウトドア収納ケースグレーLサ
イズ1個【1312108】

15,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースネイビーS
サイズ1個【1312112】

11,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースブラックS
サイズ1個【1312113】

11,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産品なので安心の強度と
構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

ごみ箱プッシュペダルペール45L
スモーキーグリーン1個【131211
4】

11,000円

45Lの2種類の便利なオープン機
能が付いたゴミ箱。
プッシュとペダル、2種類のオ
ープン機能でとっても便利!キ
ッチン等で出るゴミはもちろん

ごみ箱連結33Lスモーキーグリー
ン2個組【1312115】

11,000円

33Lのシンプルでかわいいコン
テナ型ダストボックス。
取っ手でらくらくオープン。キ
ッチンに立つあなたに優しい設
計。キッチン等で出るゴミはも

ごみ箱連結45Lスモーキーグリー
ン2個組【1312116】

11,000円

45Lの大容量が嬉しい!シンプル
でかわいいコンテナ型ゴミ箱。
一般家庭用の45Lゴミ袋にも対
応した大容量サイズのダストボ
ックスです。キッチン等で出…

アウトドア収納ケースグリーンL
サイズ1個【1312118】

15,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産製品なので安心の強度
と構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースブラックM
サイズ1個【1312119】

11,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産製品なので安心の強度
と構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースブラックL
サイズ1個【1312120】

15,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産製品なので安心の強度
と構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

デザインチェアルイス完成品ブ
ラック1脚【1312121】

35,000円

背中から太ももまで、からだを
すっぽりと覆いこむ形なので、
長時間座っていても疲れにくい
です。
人気のナチュラルカラーの脚と

デザインチェアルイス完成品ホ
ワイト1脚【1312122】

35,000円

背中から太ももまで、からだを
すっぽりと覆いこむ形なので、
長時間座っていても疲れにくい
です。
人気のナチュラルカラーの脚と
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デザインチェア木目プリント完
成品ウォルナット1脚【1312123
】

30,000円

背中から太ももまで、からだを
すっぽりと覆いこむ形なので、
長時間座っていても疲れにくい
です。
イームズチェアのリプロダクト

デザインチェア木目プリント完
成品オーク1脚【1312124】

30,000円

背中から太ももまで、からだを
すっぽりと覆いこむ形なので、
長時間座っていても疲れにくい
です。
イームズチェアのリプロダクト

デザインサイドテーブル完成品1
台【1312126】

21,000円

リビングでソファなどの横に設
置してコーヒータイムに使用し
たり、寝室でベッドの横に置い
て照明置きや読みかけの書籍を
置いたりと様々なシチュエー…

サイド&ナイトテーブルコンセン
ト付き【1312128】

25,000円

ソファの横、ベッド脇、一人暮
らしにもピッタリなコンパクト
サイズ。デザインも愛らしく、
ディティールも充実。自然と生
活に馴染むアイテムです。

アウトドア収納ケースグリーンS
Sサイズ2個組【1312132】

13,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された、安心の強度と構造の
国産のトランクカーゴです。
小分けに便利な20リットルのコ
ンパクトなサイズで、場所を…

アウトドア収納ケースグレーSS
サイズ2個組【1312133】

13,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された、安心の強度と構造の
国産のトランクカーゴです。
小分けに便利な20リットルのコ
ンパクトなサイズで、場所を…

ダストボックススリム分別2段ホ
ワイト1個【1312134】

11,000円

上下でごみを分別できる国産の
ダストボックスです。
お部屋のインテリアを邪魔しな
いシンプルなデザインで、空き
スペースを有効活用できるスリ

ダストボックススリム分別2段ブ
ラウン1個【1312135】

11,000円

上下でごみを分別できる国産の
ダストボックスです。
お部屋のインテリアを邪魔しな
いシンプルなデザインで、空き
スペースを有効活用できるスリ

ダストボックススリム分別2段ネ
イビー1個【1312136】

11,000円

上下でごみを分別できる国産の
ダストボックスです。
お部屋のインテリアを邪魔しな
いシンプルなデザインで、空き
スペースを有効活用できるスリ

ダストボックススリム分別3段ホ
ワイト1個【1312137】

15,000円

上下でごみを分別できる国産の
ダストボックスです。
お部屋のインテリアを邪魔しな
いシンプルなデザインで、空き
スペースを有効活用できるスリ

ダストボックススリム分別3段ブ
ラウン1個【1312138】

15,000円

上下でごみを分別できる国産の
ダストボックスです。
お部屋のインテリアを邪魔しな
いシンプルなデザインで、空き
スペースを有効活用できるスリ

トラッシュカンゴミ箱ふた付き3
0リットルブラウン2個組【13121
39】

11,000円

高い品質と耐久性を誇る国産の
トラッシュカンです。
厚めの樹脂を使用して作られた
ボディ。
フタにはダウンロック式を採用
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トラッシュカンゴミ箱ふた付き3
0リットルホワイト2個組【13121
40】

11,000円

高い品質と耐久性を誇る国産の
トラッシュカンです。
厚めの樹脂を使用して作られた
ボディ。
フタにはダウンロック式を採用

トラッシュカンゴミ箱ふた付き5
0リットルネイビー1個【1312141
】

11,000円

高い品質と耐久性を誇る国産の
トラッシュカンです。
ポリエチレン製のため衝撃に強
く、へこんでも元に戻るほどの
復元力!

トラッシュカンゴミ箱ふた付き5
0リットルグリーン1個【1312142
】

11,000円

高い品質と耐久性を誇る国産の
トラッシュカンです。
ポリエチレン製のため衝撃に強
く、へこんでも元に戻るほどの
復元力!

トラッシュカンゴミ箱ふた付き5
0リットルホワイト1個【1312143
】

11,000円

高い品質と耐久性を誇る国産の
トラッシュカンです。
ポリエチレン製のため衝撃に強
く、へこんでも元に戻るほどの
復元力!

ペールカンのふた付きゴミ箱60
リットルベージュ1個【1312144
】

11,000円

高い品質と耐久性を誇る国産の
トラッシュカンです。
衝撃に強く、へこんでも元に戻
るほどの復元力を持ったポリエ
チレン素材を使用。

ペールカンのふた付きゴミ箱60
リットルブラック1個【1312145
】

11,000円

高い品質と耐久性を誇る国産の
トラッシュカンです。
衝撃に強く、へこんでも元に戻
るほどの復元力を持ったポリエ
チレン素材を使用。

ペールカンのふた付きゴミ箱60
リットルグリーン1個【1312146
】

11,000円

高い品質と耐久性を誇る国産の
トラッシュカンです。
衝撃に強く、へこんでも元に戻
るほどの復元力を持ったポリエ
チレン素材を使用。

ペールカンのふた付きゴミ箱60
リットルグレー1個【1312147】

11,000円

高い品質と耐久性を誇る国産の
トラッシュカンです。
衝撃に強く、へこんでも元に戻
るほどの復元力を持ったポリエ
チレン素材を使用。

スリムでシンプルなごみ箱ダス
トボックス2種セットベージュ【
1312148】

11,000円

縦に積んだり、横に並べたりと
自由に連結ができる便利なごみ
箱の2個セットです。
生活感を感じさせずインテリア
にもしっかりマッチ!

スリムでシンプルなごみ箱ダス
トボックス2種セットグリーン【
1312149】

11,000円

縦に積んだり、横に並べたりと
自由に連結ができる便利なごみ
箱の2個セットです。
生活感を感じさせずインテリア
にもしっかりマッチ!

スリムでシンプルなごみ箱ダス
トボックス2種セットネイビー【
1312150】

11,000円

縦に積んだり、横に並べたりと
自由に連結ができる便利なごみ
箱の2個セットです。
生活感を感じさせずインテリア
にもしっかりマッチ!

おしゃれなスライド開閉ごみ箱
ダストボックスベージュ2個組【
1312151】

11,000円

キャスター付きで移動がスムー
ズ!お掃除の際などにも便利な
ごみ箱です。
コンパクトな設計なのでキッチ
ンカウンター下、デスクの下に
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おしゃれなスライド開閉ごみ箱
ダストボックスグリーン2個組【
1312152】

11,000円

キャスター付きで移動がスムー
ズ!お掃除の際などにも便利な
ごみ箱です。
コンパクトな設計なのでキッチ
ンカウンター下、デスクの下に

おしゃれなスライド開閉ごみ箱
ダストボックスネイビー2個組【
1312153】

11,000円

キャスター付きで移動がスムー
ズ!お掃除の際などにも便利な
ごみ箱です。
コンパクトな設計なのでキッチ
ンカウンター下、デスクの下に

臭いが漏れないゴミ箱ダストボ
ックス33リットル2個組【131215
4】

11,000円

嫌な臭い漏れを防ぐことができ
る、日本製のごみ箱です。
フタ内部に取り付けられたゴム
パッキンにより、高い密閉性を
誇ります!

臭いが漏れないゴミ箱ダストボ
ックス47リットル1個【1312155
】

11,000円

嫌な臭い漏れを防ぐことができ
る、日本製のごみ箱です。
フタ内部に取り付けられたゴム
パッキンにより、高い密閉性を
誇ります!

臭いが漏れないゴミ箱ダストボ
ックス70リットル1個【1312156
】

15,000円

嫌な臭い漏れを防ぐことができ
る、日本製のごみ箱です。
フタ内部に取り付けられたゴム
パッキンにより、高い密閉性を
誇ります!

臭いが漏れないゴミ箱持ち運び
コンパクト10リットル2個組【13
12157】

11,000円

嫌な臭い漏れを防ぐことができ
る、日本製のごみ箱です。
フタ内部に取り付けられたゴム
パッキンにより、高い密閉性を
誇ります!

33リットルの抗菌・防汚・防臭
ごみ箱ホワイト2個組【1312158
】

13,000円

SIAA基準を満たした確かな抗菌
力が魅力のごみ箱です。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工で衛生的に使用
できます。

33リットルの抗菌・防汚・防臭
ごみ箱グレー2個組【1312159】

13,000円

SIAA基準を満たした確かな抗菌
力が魅力のごみ箱です。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工で衛生的に使用
できます。

47リットルの抗菌・防汚・防臭
ごみ箱ホワイト1個【1312160】

11,000円

SIAA基準を満たした確かな抗菌
力が魅力のごみ箱です。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工で衛生的に使用
できます。

47リットルの抗菌・防汚・防臭
ごみ箱グレー1個【1312161】

11,000円

SIAA基準を満たした確かな抗菌
力が魅力のごみ箱です。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工で衛生的に使用
できます。

トランクカーゴグリーンSSサイ
ズ2個組【1312162】

13,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げるで
きる仕様となっています。

トランクカーゴグレーSSサイズ2
個組【1312163】

13,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。
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トランクカーゴブラックSSサイ
ズ2個組【1312164】

13,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴグリーンSサイズ
2個組【1312165】

15,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴグレーSサイズ2
個組【1312166】

15,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴブラックSサイズ
2個組【1312167】

15,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴグリーンLサイズ
1個【1312168】

15,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴグレーLサイズ1
個【1312169】

15,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴブラックLサイズ
1個【1312170】

15,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴグリーンMサイズ
1個【1312171】

11,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴグレーMサイズ1
個【1312172】

11,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴブラックMサイズ
1個【1312173】

11,000円

トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
です!
積み重ねた時のズレも防げる仕
様となっています。

トランクカーゴグリーンロータ
イプM1個【1312174】

11,000円

収納しやすく、取り出しやすい
浅型Mサイズです(容量は30リッ
トル)。
トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型

トランクカーゴグレーロータイ
プM1個【1312175】

11,000円

収納しやすく、取り出しやすい
浅型Mサイズです(容量は30リッ
トル)。
トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
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トランクカーゴブラックロータ
イプM1個【1312176】

11,000円

収納しやすく、取り出しやすい
浅型Mサイズです(容量は30リッ
トル)。
トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型

コンパクト低めペダルダストボ
ックス20リットルブラック1個【
1312177】

11,000円

棚下やカウンター下に置いたま
ま捨てられるコンパクトなペダ
ルダストボックス。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工。

コンパクト低めペダルダストボ
ックス20リットルホワイト1個【
1312178】

11,000円

棚下やカウンター下に置いたま
ま捨てられるコンパクトなペダ
ルダストボックス。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工。

コンパクト低めペダルダストボ
ックス35リットルブラック1個【
1312179】

11,000円

棚下やカウンター下に置いたま
ま捨てられるコンパクトなペダ
ルダストボックス。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工。

コンパクト低めペダルダストボ
ックス35リットルホワイト1個【
1312180】

11,000円

棚下やカウンター下に置いたま
ま捨てられるコンパクトなペダ
ルダストボックス。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工。

コンパクト低めペダルダストボ
ックス45リットルブラック1個【
1312181】

11,000円

棚下やカウンター下に置いたま
ま捨てられるコンパクトなペダ
ルダストボックス。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工。

コンパクト低めペダルダストボ
ックス45リットルホワイト1個【
1312182】

11,000円

棚下やカウンター下に置いたま
ま捨てられるコンパクトなペダ
ルダストボックス。
菌に強く、汚れにくい抗菌と防
汚のダブル加工。

イスデザイン人気モノトーング
レー1脚【1312183】

25,000円

モノトーンで統一されたシンプ
ルなチェア。
ミッドセンチュリーなデザイン
も様々な空間に溶け込みます。
背中から太ももまで、からだを

イスデザイン人気モノトーンホ
ワイト1脚【1312184】

25,000円

モノトーンで統一されたシンプ
ルなチェア。
ミッドセンチュリーなデザイン
も様々な空間に溶け込みます。
背中から太ももまで、からだを

イスデザインモルタル風シュタ
イン1脚【1312185】

25,000円

素材感のあるモルタル風の柄を
プリントしたチェアです。
都会的でスタイリッシュな雰囲
気を演出します。
シックなブラックの脚でモノト

トランクカーゴ専用仕切り板セ
ットグリーンロウタイプM1個【1
312186】

15,000円

収納しやすく、取り出しやすい
浅型Mサイズです(容量は50リッ
トル)。
トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型

トランクカーゴ専用仕切り板セ
ットグレーロウタイプM1個【131
2187】

15,000円

収納しやすく、取り出しやすい
浅型Mサイズです(容量は50リッ
トル)。
トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型
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トランクカーゴ専用仕切り板セ
ットブラックロウタイプM1個【1
312188】

15,000円

収納しやすく、取り出しやすい
浅型Mサイズです(容量は50リッ
トル)。
トレー型でフラット形状のフタ
がテーブルとしても使える新型

アウトドア収納ケースブラックS
Sサイズ2個組【1312189】

13,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された、安心の強度と構造の
国産のトランクカーゴです。
小分けに便利な20リットルのコ
ンパクトなサイズで、場所を…

DIY風テーブルトップ単体Lサイ
ズ用【1312190】

10,000円

トランクカーゴ用、DIY風仕上
げで味のある簡易的なテーブル
トップ単体です。
天板をトランクカーゴにセット
してテーブルに早変わり!

DIY風テーブルトップセットグリ
ーンLサイズ【1312191】

21,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産のトランクカーゴ
です。
国産製品なので安心の強度と構
造です。

デザインチェア完成品アイボリ
ー1脚【1312192】

30,000円

背中から太ももまで、からだを
すっぽりと覆いこむ形なので、
長時間座っていても疲れにくい
です。
人気のナチュラルカラーの脚に

ごみ箱連結45Lカーキ2個組【131
2194】

11,000円

45Lの大容量が嬉しい!シンプル
でかわいいコンテナ型ゴミ箱。
一般家庭用の45Lゴミ袋にも対
応した大容量サイズのダストボ
ックスです。キッチン等で出…

デザインチェア完成品ブラウン1
脚【1312195】

30,000円

背中から太ももまで、からだを
すっぽりと覆いこむ形なので、
長時間座っていても疲れにくい
です。
人気のナチュラルカラーの脚に

デザインチェア完成品ブルー1脚
【1312196】

30,000円

背中から太ももまで、からだを
すっぽりと覆いこむ形なので、
長時間座っていても疲れにくい
です。
人気のナチュラルカラーの脚に

ごみ箱連結45Lベージュ2個組【1
312198】

11,000円

45Lの大容量が嬉しい!シンプル
でかわいいコンテナ型ゴミ箱。
一般家庭用の45Lゴミ袋にも対
応した大容量サイズのダストボ
ックスです。キッチン等で出…

ごみ箱連結45Lネイビー2個組【1
312199】

11,000円

45Lの大容量が嬉しい!シンプル
でかわいいコンテナ型ゴミ箱。
一般家庭用の45Lゴミ袋にも対
応した大容量サイズのダストボ
ックスです。キッチン等で出…

アウトドア収納ケースネイビーS
サイズ2個組【1312200】

15,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産製品なので安心の強度
と構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

アウトドア収納ケースネイビーM
サイズ1個【1312201】

11,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産製品なので安心の強度
と構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大
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岐阜県　恵那市

アウトドア収納ケースネイビーL
サイズ1個【1312202】

15,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産トランクカーゴで
す。国産製品なので安心の強度
と構造です。
恵那市にはアウトドア施設も大

プレミアムジュース恵那山麓の
果物の雫3本セット(りんご・ぶ
どう・人参とりんご)【131227…

12,000円

豊楽園で収穫された新鮮なぶど
う、りんごを、そのまますりお
ろしてビン詰めしたジュースで
す。食物繊維と一緒に美味しい
100%天然果汁を味わえ、皆様…

串原の布ぞうりSサイズ(22cm～2
3cm)女性用【1312414】

10,000円

串原の布ぞうりは、着物や布団
などの布をごみとせず、布ぞう
りとするエコ品です。1足1足心
を込めて作った手作り品で美し
く丈夫な作品です。

串原のクシッパSサイズ20cm～21
cm女性用【1312416】

10,000円

クシッパは、着物や布団などの
リサイクル生地を使ったエコ製
品です。コットンなど張りのあ
る素材で作る規則的な格子模様
が特徴的なサンダルです。

串原のクシッパSサイズ22cm～23
cm女性用【1312418】

10,000円

クシッパは、着物や布団などの
リサイクル生地を使ったエコ製
品です。コットンなど張りのあ
る素材で作る規則的な格子模様
が特徴的なサンダルです。

串原の布ぞうりMサイズ(23.5cm
～24.5cm)男性用【1312420】

10,000円

串原の布ぞうりは、着物や布団
などの布をごみとせず、布ぞう
りとするエコ製品です。1足1足
心を込めて作った手作り品で美
しく丈夫な作品です。

串原のクシッパMサイズ23.5cm～
24.5cm男性用【1312421】

10,000円

クシッパは、着物や布団などの
リサイクル生地を使ったエコ製
品です。コットンなど張りのあ
る素材で作る規則的な格子模様
が特徴的なサンダルです。

串原の布ぞうり女性用Sサイズ(2
0cm～21cm)【1312422】

10,000円

串原の布ぞうりは、着物や布団
などの布をごみとせず、布ぞう
りとするエコ品です。1足1足心
を込めて作った手作り品で美し
く丈夫な作品です。

こんにゃく芋100%手づくり「く
しはらこんにゃく」セット【131
2521】

10,000円

生芋100%の「くしはらこんにゃ
く」新鮮でおいしいこんにゃく
です。
ダイエット・ヘルシー料理で着
目されているこんにゃくの原料

串原の布ぞうり男性用LLサイズ(
27cm)【1312807】

10,000円

串原の布ぞうりは、着物や布団
などの布をごみとせず、布ぞう
りとするエコ製品です。1足1足
心を込めて作った手作り品で美
しく丈夫な作品です。

串原のクシッパ女性用Lサイズ(2
5cm～26cm)【1312831】

10,000円

クシッパは、着物や布団などの
リサイクル生地を使ったエコ製
品です。コットンなど張りのあ
る素材で作る規則的な格子模様
が特徴的なサンダルです。

串原の布ぞうり女性用Lサイズ(2
5cm～26cm)【1312858】

10,000円

串原の布ぞうりは、着物や布団
などの布をごみとせず、布ぞう
りとするエコ製品です。1足1足
心を込めて作った手作り品で美
しく丈夫な作品です。
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岐阜県　恵那市

はちみつ600g×1【1312883】

10,000円

自然豊かな東濃地域でこだわり
を持って搾ったはちみつを丹精
こめてビン詰め致しました。

■注意事項/その他

いちごジェラート100ml×6個入
り【1313506】

11,000円

原材料のおいしさにこだわり、
完熟に熟したいちごをアイスク
リーム工場に納品し、即日加工
しています。
※こちらの製品は冷凍便にてお

いちごモナカアイス(いちごジャ
ム入り)6個【1313507】

13,000円

原材料のおいしさにこだわり、
完熟に熟したいちごをアイスク
リーム工場に納品し、即日加工
しています。
※こちらの製品は冷凍便にてお

串原のクシッパ男性用LLサイズ(
27cm)【1314716】

10,000円

串原の布ぞうりは、着物や布団
などの布をごみとせず、布ぞう
りとするエコ製品です。1足1足
、心を込めて作った手作り品で
、美しく丈夫な作品です。

串原の布ぞうり女性用Mサイズ(2
3.5cm～24.5cm)【1314718】

10,000円

串原の布ぞうりは、着物や布団
などの布をごみとせず、布ぞう
りとするエコ製品です。1足1足
心を込めて作った手作り品で美
しく丈夫な作品です。

串原のクシッパ女性用Мサイズ(
23.5cm～24.5cm)【1314719】

10,000円

クシッパは、着物や布団などの
リサイクル生地を使ったエコ製
品です。コットンなど張りのあ
る素材で作る規則的な格子模様
が特徴的なサンダルです。

あまから五平餅20本セット【130
6049】

11,000円

五平餅とは…
つぶしたご飯を丸め、串に刺し
、醤油・砂糖・胡麻・クルミな
どで出来たあまからいタレを付
けて焼いた東濃地域に古くから

あまから秘伝の万能たれ5個セッ
ト【1306050】

11,000円

砂糖醤油がベースの万能たれに
は、山クルミの他に胡麻が多く
入っており、とても風味が豊か
なたれです。

家庭で作る五平餅体験セット!焼
き器、秘伝の万能たれ×2、竹串
10本付き【1306095】

17,000円

砂糖醤油がベースの万能たれに
は、山クルミの他に胡麻が多く
入っており、とても風味が豊か
なたれです。
五平餅のほかに、レンコン炒め

恵那蜜蝋セット(Sランク蜜蝋200
g:100g2枚)【1307149】

10,000円

生産者が販売する蜜蝋です。
蜜蝋(みつろう)は食べ物ではあ
りません。はち工房こうけつの
蜜蝋は、みつばちが巣箱の中に
作った無駄巣(自然巣)だけを…

恵那蜜蝋Sランク450gセット【13
07150】

20,000円

生産者が販売する蜜蝋です。
蜜蝋(みつろう)は食べ物ではあ
りません。はち工房こうけつの
蜜蝋は、みつばちが巣箱の中に
作った無駄巣(自然巣)だけを…

恵那蜜蝋Sランク500gセット【13
07153】

20,000円

生産者が販売する蜜蝋です。
蜜蝋(みつろう)は食べ物ではあ
りません。
はち工房こうけつの蜜蝋は、み
つばちが巣箱の中に作った無駄
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岐阜県　恵那市

恵那蜂蜜2本セット(栗蜂蜜300g1
本、蓮華蜂蜜180g1本)【1307158
】

20,000円

生産者が販売する蜂蜜です。
栗きんとんで有名な岐阜県恵那
市、栗蜂蜜は栗の花蜜があまり
出ないため、珍しく貴重なはち
みつです。濃厚な甘みがあり…

恵那蜂蜜2本セット(蓮華蜂蜜300
g1本、百花蜂蜜180g1本)【13071
60】

20,000円

生産者が販売する蜂蜜です。
蓮華(レンゲ)蜂蜜は昔懐かしい
はちみつの定番です。失われて
きた蓮華畑を取り戻したく、恵
那市の休耕地を借りて、生産…

恵那蜂蜜2本セット(蓮華蜂蜜300
g1本、栗蜂蜜180g1本)【1307162
】

20,000円

生産者が販売する蜂蜜です。
蓮華(レンゲ)蜂蜜は昔懐かしい
はちみつの定番です。失われて
きた蓮華畑を取り戻したく、恵
那市の休耕地を借りて、生産…

恵那蜂蜜2本ギフト箱入りセット
(栗蜂蜜300g1本、百花蜂蜜300g1
本)【1307164】

20,000円

生産者が販売する蜂蜜です。
栗きんとんで有名な岐阜県恵那
市、栗蜂蜜は栗の花蜜があまり
出ないため、珍しく貴重なはち
みつです。濃厚な甘みがあり…

恵那百花蜂蜜1本セット(百花蜂
蜜300g1本)【1307167】

10,000円

生産者が販売する蜂蜜です。
恵那市で6月中旬頃から下旬頃
に収穫した百花はちみつです。
恵那市のアカシアや冬青(そよ
ご)などの花蜜をみつばちが集

恵那栗蜂蜜1本セット(栗蜂蜜300
g1本)【1307169】

10,000円

生産者が販売する蜂蜜です。
栗きんとんで有名な岐阜県恵那
市、栗蜂蜜は栗の花蜜があまり
出ないため、珍しく貴重なはち
みつです。濃厚な甘みがあり…

恵那蜜蝋セット(Aランク蜜蝋300
g:100g3枚)【1307171】

10,000円

生産者が販売する蜜蝋です。
蜜蝋(みつろう)は食べ物ではあ
りません。はち工房こうけつの
蜜蝋は、みつばちが巣箱の中に
作った無駄巣(自然巣)だけを…

栗最中あいす8個入【1307629】

13,000円

栗とバニラの風味が最中の食感
と絶妙に調和します。

◆魅力
栗の風味を生かした栗あんとバ

栗の贈り物【1307634】

12,000円

栗万頭(栗が一粒丸ごと入って
おります)、栗かさね(栗きんと
んを薄く伸ばし焼いた生地に栗
あんをはさみました)、銀寄栗(
和風マロングラッセ)、栗納豆

いいなかギフト飯地ざんまい3品
ギフト【1311002】

11,000円

手作り麹で漬けダレを作り、そ
こにスルメを20日間ほどじっく
り漬けこみました。
海なし県の高原の町の特産品が
なぜ「するめ」かというと、か

DIY風テーブルトップセットグレ
ーLサイズ【1316617】

21,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産のトランクカーゴ
です。
国産製品なので安心の強度と構
造です。

DIY風テーブルトップセットブラ
ックLサイズ【1316618】

21,000円

自然豊かな岐阜県美濃地域で製
造された国産のトランクカーゴ
です。
国産製品なので安心の強度と構
造です。
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岐阜県　恵那市

栗きんとん15入【1319191】

17,000円

栗きんとんは、国産和栗を使用
し職人が一つ一つ丁寧に、炊き
上げから茶巾しぼりまで手作業
で作っております。
良平堂の栗きんとんには氷砂糖

栗きんとん10入【1319192】

11,000円

栗きんとんは、国産和栗を使用
し職人が一つ一つ丁寧に、炊き
上げから茶巾しぼりまで手作業
で作っております。
良平堂の栗きんとんには氷砂糖

栗きんとん6個入【1319193】

10,000円

栗きんとんは、国産和栗を使用
し職人が一つ一つ丁寧に、炊き
上げから茶巾しぼりまで手作業
で作っております。
良平堂の栗きんとんには氷砂糖

ぷるぷる水饅頭の栗きんとん水
まんじゅう6個入【1319875】

10,000円

水饅頭には寒天を配合すること
によってぷるぷるな水饅頭に仕
上げることが出来ました!
水饅頭の生地に小豆を入れる事
により中の栗きんとんとの相性

栗菓子の詰め合わせ栗どら焼き
入り焼き菓子5種10個セット【13
19965】

11,000円

全て栗を使用して作った栗焼き
菓子を詰め合わせにしました。
※栗ひとつぶどら焼きは手焼き
どら焼きの中に栗の甘露煮をそ
のまま入れた贅沢などら焼き…

栗きんとんクリーム入り栗きん
とんロールと栗きんとん【13202
37】

13,000円

栗きんとんロールケーキには小
麦粉ではなく、米粉を使用して
作ったしっとり生地は栗きんと
ん生クリームとの相性抜群!
栗きんとんは職人が炊き上げか
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