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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…

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…

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。

栗きんとん焼き菓子
恵那っこ15入

12,000円

良平堂の和栗の栗きん
とんを焼き菓子にしま
した。焼き皮はしっと
り、中はホクホクの栗
きんとんでお子様にも
喜ばれます。
栗きんとんは氷砂糖で

栗甘納豆・芋甘納豆
セット

13,000円

恵那良平堂の和栗を使
用のまるごと一粒使用
した和栗と東美濃産の
採り立てさつま芋の甘
納豆風（和風グラッセ
）の詰め合わせです。
各3袋に小分けされ…

恵那の和ぽてと15入

14,000円

東美濃産の採れたてさ
つま芋を工房で蒸して
スイートポテトにして
ほんのりシナモンで焼
き上げた和風スイート
ポテト。
さつま芋のホクホクと

アップルパイと銀の
森コーヒーセット

10,000円

コーヒー専門の味覚セ
ンサーを使い、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
トの商品です。

ハイカラプリン（蜂
蜜プリン）90ｍｌ×
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…

恵那マルコふるさと
詰め合わせ味噌・山
ごぼうみそ漬け・く
るみ五平たれ

10,000円

創業明治31年のマルコ
醸造から地元の皆様に
愛され続けている、ふ
るさと恵那の詰め合わ
せをお届けいたします
。
百年伝承味噌、山ごぼ

手づくり恵那みそ3k
g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
ながらの樽で漬け込…

くるみ五平たれ（19
0ｇ×3本）・わらじ
五平餅（5本）セッ
ト

10,000円

くるみ、ごま、ピーナ
ッツがたっぷり入った
甘辛たれ。五平もちの
たれは今ではいろいろ
なお料理に使える万能
たれとして親しまれて
います。

手づくり五平もち１
０本箱入（タレ付）

11,000円

創業より、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・胡麻をたっぷり

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
年使われております。

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。
上品な甘みの白味噌…

飛騨牛サーロインス
テーキ(A5ランク)25
0g×5枚冷凍和牛最
高品質ブランド牛

70,000円

飛騨牛最高部位のサー
ロインを厚くカットし
贅沢なボリュームに

飛騨牛サーロインス
テーキ(A5ランク)25
0g×2枚最高品質ブ
ランド牛

30,000円

飛騨牛最高部位のサー
ロインを厚くカットし
贅沢なボリュームに

飛騨牛ローススライ
スA5ランク1.8kg最
高品質ブランド牛

100,000円

最高部位のロースを贅
沢に薄くスライスしま
した

飛騨牛ローススライ
スA5ランク1.25kg冷
凍和牛最高品質ブラ
ンド牛しゃぶしゃ…

70,000円

最高部位のロースを贅
沢に薄くスライスしま
した

飛騨牛ローススライ
スA5ランク880g冷凍
和牛最高品質ブラン
ド牛しゃぶしゃぶ…

50,000円

最高部位のロースを贅
沢に薄くスライスしま
した

飛騨牛ローススライ
スA5ランク500g冷凍
和牛最高品質ブラン
ド牛しゃぶしゃぶ…

30,000円

最高部位のロースを贅
沢に薄くスライスしま
した

飛騨牛和牛モモスラ
イスA5ランク1.3kg
冷凍牛肉最高品質ブ
ランド牛しゃぶしゃ

50,000円

赤身肉でありながら絶
妙な霜降りで口溶けと
旨味を兼ね備えた逸品

飛騨牛和牛モモスラ
イスA5ランク750g冷
凍牛肉しゃぶしゃぶ
・すき焼き

30,000円

赤身肉でありながら絶
妙な霜降りで口溶けと
旨味を兼ね備えた逸品

飛騨牛和牛モモスラ
イスA5ランク500g冷
凍牛肉モモ肉しゃぶ
しゃぶ・すき焼き

20,000円

赤身肉でありながら絶
妙な霜降りで口溶けと
旨味を兼ね備えた逸品

飛騨牛100%ハンバー
グ7個A5,A4ランク特
製笠置ゆず使用おろ
しポン酢付ブラン…

20,000円

国産最高級の飛騨牛を
贅沢にハンバーグに。
特性ポン酢とどうぞ

奥美濃古地鶏ケイチ
ャンセット

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
方で育った地鶏「奥美
濃古地鶏」を使って作
り上げました。味は「
奥美濃古地鶏」の旨…

恵那峡フレッシュハ
ムＢセット

10,000円

「青い山脈」が眼の前
に広がる岐阜県恵那市
で作り上げました。昔
ながらのきめ細やかな
工程を守り、最上の素
材を熟成して深くコク
のある旨味を引き出…

奥美濃古地鶏ハムＢ
セット

10,000円

「青い山脈」が眼の前
に広がる岐阜県恵那市
で作り上げました。「
清流の国」岐阜県・奥
美濃地方で育った地鶏
「奥美濃古地鶏」を使
った、本格的な鶏プ…

ゴーバルハム・ソー
セージ詰め合わせ49
5g

10,000円

燻製の香りがこうばし
く食べやすいスモーク
ドハムスライス、シン
プルな味付けのウイン
ナーソーセージ、バー
ブをきかせたバジルソ
ーセージ、粗びきで…

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
450ｇ3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…

いいなかギフト飯地
するめのこうじ漬け
３枚入りギフト

10,000円

海なし県の高原の町の
特産品がなぜ「するめ
」かというと、かつて
交通の便が悪く新鮮な
魚介類が手に入りづら
かった為、麹に漬け込
み保存食にしていた…

いいなかギフト飯地
ざんまい３品ギフト

10,000円

海なし県の高原の町の
特産品がなぜ「するめ
」かというと、かつて
交通の便が悪く新鮮な
魚介類が手に入りづら
かった為、麹に漬け込
み保存食にしていた…
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岐阜県　恵那市

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

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
ア風の堅焼きビスコッ

いいなかギフト笠置
ゆずジュース10本セ
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
な畑で無農薬栽培され
た柚子を使用し、酒蔵
の天然水でつくりまし
た。軽やかな甘さと爽
やかな柚子の香りで…

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。

恵那岩村とみだコシ
ヒカリ玄米30ｋｇ

50,000円

「女城主の里」恵那市
岩村町にある富田地区
。『日本一の農村景観
』の称号を持つこの富
田地区は、水の良さ、
土の良さ、寒暖差に恵
まれ、非常に美味し…

恵那岩村とみだコシ
ヒカリ精米５ｋｇ（
店頭精米して発送）

10,000円

「女城主の里」恵那市
岩村町にある富田地区
。『日本一の農村景観
』の称号を持つこの富
田地区は、水の良さ、
土の良さ、寒暖差に恵
まれ、非常に美味し…

栃久保の棚田米（コ
シヒカリ）精米５ｋ
ｇ

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

栃久保の棚田米（コ
シヒカリ）精米10ｋ
ｇ

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

栃久保の棚田米（コ
シヒカリ）精米15ｋ
ｇ

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

ミネラル米コシヒカ
リ精米6kg（3kg2袋
）

10,000円

庄内川の支流佐々良木
川のきれいな水で、有
機栽培、ＥＭ菌を活用
し丹精込めて育て上げ
たミネラル米のコシヒ
カリです。是非ご賞味
ください。

女城主純米吟醸720
ｍｌとあま酒500ｍ
ｌ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
にフルーティ。あま酒

女城主純米あま酒50
0ｍｌ（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、とても身体によ

女城主柚子酒500ｍ
ｌと梅酒500ｍｌ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。
そのままでも、ロック
やソーダ割でも。

日本棚田百選限定「
坂折棚田米」仕込み
純米吟醸原酒720ml
１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45

日本棚田百選限定「
坂折棚田米」仕込み
純米吟醸原酒720ml
２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45

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

いちごジェラート10
0ｍｌ×6個入り

10,000円

使用されたいちごは、
ダイオンジファームで
生産されたいちごのみ
を贅沢に（40％）使用
して作りました。
原材料のおいしさにこ
だわり、完熟に熟した

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…

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

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

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、ピザソースとして

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

山岡細寒天100g２袋

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。
低カロリーで水溶性…

山岡細寒天500g１袋

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。
低カロリーで水溶性…

山岡細寒天500g２袋

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。
低カロリーで水溶性…

山岡駅かんてんかん
寒天商品詰め合わせ
セット

10,000円

山岡町産の細寒天を使
ったヘルシーな寒天ラ
ーメン。水で戻すだけ
で手軽に食物繊維が取
れます。粉寒天が入っ
てしっかりとした「寒
天カステラ」など寒…

山岡駅かんてんかん
明智光秀寒天ギフト
セット

10,000円

山岡町産の細寒天を使
った手作りの寒天菓子
と寒天を練りこんだカ
ステラ、お湯を注ぐだ
けですぐ食べられる寒
天カップラーメンのセ
ットです。

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…
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岐阜県　恵那市

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…

こんにゃく芋100％
手づくり「くしはら
こんにゃく」セット

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
こんにゃくの原料とな

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。

土田金の乾麺6種類1
8束セット（うどん
・きしめん・ひやむ
ぎ・そうめん・丸め

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
ため自然発酵にこだわ

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…

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…

桧（ヒノキ）の子供
いす

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）の子供
机

70,000円

「桧の豆いす」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

桧（ヒノキ）のダイ
ニングチェア

100,000円

岐阜県東濃地方の優良
材ヒノキを使い、優し
い手触り面触りに仕上
げました。
強度を高めるために脚
には隅木を設け、植物
性オイルで仕上げてい

桧（ヒノキ）の積み
木セット

10,000円

積み木のすべてを無垢
の東濃桧（ヒノキ）で
製作しました。無塗装
なので、お子様が舐め
ても安心です。
すべての角や面をやさ
しく１個１個手作業で

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】

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

10,000円

野の花や元気な葉っぱ
が似合う一輪挿しです
。
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

糸立てと針山のセッ
ト【パッチワークに
最適】

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
の先端が直ぐに解る便
利な道具です。

木のフライ返し（大
）×１個

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

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

10,000円

この靴べらは、玄関先
や車内など座って靴や
スニーカーを履くとき
に非常に使い易い長さ
になっています。
形が弓なりで持ちやす
く、木目の美しいナラ

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

赤ちゃんを優しく包
んでくれる「布団職
人の手作り抱っこ布
団」

30,000円

中綿・側生地・カバー
生地（二重ガーゼ）す
べて綿100％の材料を使
用。
カバーは２枚お付けす
るので洗濯ができて清
潔。

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。
手作りのため、かごの

エーナちゃん刻印（
ふるさと納税限定モ
デル）ＧＥＴＡＬＳ
特製ショルダーバ…

50,000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…

恵那特産串原の布ぞ
うり

10,000円

串原の布ぞうりは、着
物や布団などの布をゴ
ミとせず、布ぞうりと
するエコ商品です。
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。洗

恵那特産串原の串ッ
パ（布製）

10,000円

串原布ぞうりの進化形
、布製オリジナルスリ
ッパ略して串ッパは、
ささゆりの里布ぞうり
研究会が考案したオリ
ジナル商品です。
ぞうりより気軽に履け

うるおい入浴液「つ
るぽか特濃」4リッ
トル1個

10,000円

うるおい入浴液「つる
ぽか特濃」
地元の恵那米から取れ
る栄養豊富な米ぬかと
、北海道・三陸産の昆
布を原料として使用し
、

アウトドア収納ケー
スグリーンＬサイズ
１個

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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スグリーンＭサイズ
１個

10,000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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スグリーンＳサイズ
２個組

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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スグリーンＳサイズ
1個

10,000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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スネイビーＬサイズ
１個

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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スネイビーＭサイズ
１個

10,000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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用
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岐阜県　恵那市

アウトドア収納ケー
スネイビーＳサイズ
２個組

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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スネイビーＳサイズ
1個

10,000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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スブラックＬサイズ
１個

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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スブラックＭサイズ
１個

10,000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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スブラックＳサイズ
２個組

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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スブラックＳサイズ
1個

10,000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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スグレーＬサイズ１
個

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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スグレーＭサイズ１
個

10,000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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スグレーＳサイズ２
個組

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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

アウトドア収納ケー
スグレーＳサイズ1
個

10,000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。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
恵那市にはアウトドア
施設も大変多く、利用

フォールディングコ
ンテナー40Ｌサイズ
１個

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。国産商品
なので安心の強度と構
造です。
子育てママ達の声を受

フォールディングコ
ンテナー30Ｌサイズ
１個

10,000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。国産商品
なので安心の強度と構
造です。
子育てママ達の声を受

ごみ箱ダストボック
ス連結45ℓダークグ
リーン2個組

13,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結45ℓグリーン2
個組

13,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結45ℓライトグ
リーン2個組

13,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結45ℓスモーキ
ーグリーン2個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結45ℓホワイト2
個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結45ℓブラウン2
個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結45ℓベージュ2
個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結45ℓカーキ2個
組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結45ℓネイビー2
個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結33ℓグリーン2
個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結33ℓダークグ
リーン2個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結33ℓライトグ
リーン2個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結33ℓスモーキ
ーグリーン2個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結33ℓホワイト2
個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
ス連結33ℓブラウン2
個組

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
スプッシュペダルペ
ール45ℓスモーキー
グリーン1個

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
スプッシュペダルペ
ール45ℓホワイト1個

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

ごみ箱ダストボック
スプッシュペダルペ
ール45ℓブラウン1個

10,000円

恵那市は環境基本条例
に基づき、強く環境保
全に取り組んでいる自
治体で、廃棄物とリサ
イクルに関する取り組
みも盛んです。
エーナちゃんが見守る

イスデザインチェア
完成品ブルー1脚

30,000円

恵那市明智町は明智光
秀ゆかりの地とされて
います。
千畳敷にある産湯とし
て使ったとされる井戸
、学問に精進したとさ
れる天神神社や、明智

イスデザインチェア
完成品ブラウン1脚

30,000円

恵那市明智町は明智光
秀ゆかりの地とされて
います。
千畳敷にある産湯とし
て使ったとされる井戸
、学問に精進したとさ
れる天神神社や、明智
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岐阜県　恵那市

イスデザインチェア
完成品アイボリー1
脚

30,000円

恵那市明智町は明智光
秀ゆかりの地とされて
います。
千畳敷にある産湯とし
て使ったとされる井戸
、学問に精進したとさ
れる天神神社や、明智

イスデザインチェア
ルイス完成品ブラッ
ク1脚

35,000円

恵那市明智町は明智光
秀ゆかりの地とされて
います。
千畳敷にある産湯とし
て使ったとされる井戸
、学問に精進したとさ
れる天神神社や、明智

イスデザインチェア
ルイス完成品ホワイ
ト1脚

35,000円

恵那市明智町は明智光
秀ゆかりの地とされて
います。
千畳敷にある産湯とし
て使ったとされる井戸
、学問に精進したとさ
れる天神神社や、明智

イスデザインチェア
木目プリント完成品
ウォルナット1脚

30,000円

恵那市明智町は明智光
秀ゆかりの地とされて
います。
千畳敷にある産湯とし
て使ったとされる井戸
、学問に精進したとさ
れる天神神社や、明智

イスデザインチェア
木目プリント完成品
オーク1脚

30,000円

恵那市明智町は明智光
秀ゆかりの地とされて
います。
千畳敷にある産湯とし
て使ったとされる井戸
、学問に精進したとさ
れる天神神社や、明智

デザインサイドテー
ブル完成品1台

20,000円

恵那市明智町は明智光
秀ゆかりの地とされて
います。
千畳敷にある産湯とし
て使ったとされる井戸
、学問に精進したとさ
れる天神神社や、明智

サイド＆ナイトテー
ブルコンセント付き

25,000円

恵那市明智町は明智光
秀ゆかりの地とされて
います。
千畳敷にある産湯とし
て使ったとされる井戸
、学問に精進したとさ
れる天神神社や、明智

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。
年間パスポートセット

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…

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。
年間パスポートセットC

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。
年間パスポートセットD

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。
トポ「里エリア」１冊

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・
ケヤキ等の木材料です

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・
ケヤキ等の木材料です

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

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

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

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

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

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

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

いろりの郷なかおジ
ビエ郷土料理と手打
ち蕎麦1組4名様分お
食事券

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…

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…

100,000円

木の温もりを感じなが
ら、川のせせらぎをＢ
ＧＭ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
予約をお願いします。

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…

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！

くしはら温泉ささゆ
りの湯入浴券6枚綴

10,000円

恵那くしはら温泉ささ
ゆりの湯は、標高464m
の小高い山の頂に建つ
雄大な自然を望む展望
露天風呂が自慢の日帰
り温泉施設です。
温泉に浸かり四季折々

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。馬…

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
存されてきた江戸時…

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
自然の実態の営み、…

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
暮らした人々の生活…

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

大井町のおすすめ！
恵那峡遊覧船ペア乗
車券

10,000円

四季折々の景色をジェ
ット船からお楽しみく
ださい。冷暖房完備で
すので快適な時間をお
過ごしいただけます。

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）…

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。
歴史ある両校それぞれ

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
シヒカリは日本穀物検
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岐阜県　恵那市

笠置町の特産品！笠
置町特産品詰め合わ
せセット

10,000円

笠置町で収穫したユズ
を使用した特産品など
是非ご賞味を。※季節
により内容が異なりま
す

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月は栗にな

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。

串原の特産品！特産
品ゴーバルハムとこ
んにゃくセット

10,000円

化学調味料や添加物を
一切入れないゴーバル
ハムと生芋100％のくし
はらこんにゃくをセッ
トで。

明知鉄道オリジナル
商品セット、グルメ
列車割引券など

10,000円

明知鉄道ならではのオ
リジナル商品セット、
グルメ列車割引券など
をお届けします。

飛騨牛ロース1kgカ
ルビ700g三浦豚ロー
ス900g豪華3点セッ
トブランド牛しゃぶ

100,000円

最高品質のブランド牛
である飛騨牛と恵那名
産/寒天で育った三浦豚
の豪華セット

飛騨牛ロース1kg三
浦豚ロース焼肉用1k
gバーベキューセッ
トご家族友人と国産

70,000円

最高品質のブランド牛
である飛騨牛と恵那名
産/寒天で育った三浦豚
の豪華セット

飛騨牛ロース800g三
浦豚ロース300g豪華
しゃぶしゃぶセット
A冷凍和牛肉|岐阜…

50,000円

最高品質のブランド牛
である飛騨牛と恵那名
産/寒天で育った三浦豚
の豪華セット

飛騨牛ロース400g三
浦豚ロース300g豪華
しゃぶしゃぶセット
B冷凍和牛肉|岐阜…

30,000円

最高品質のブランド牛
である飛騨牛と恵那名
産/寒天で育った三浦豚
の豪華セット

銀の森ピザ5枚セッ
ト

10,000円

拘りのレシピで作った
生地に具沢山のピザ。
オリジナルソースとた
っぷりの具材を存分に
お楽しみいただけます
。
トースターで焼くだけ

銀の森ピザ9枚セッ
ト

20,000円

拘りのレシピで作った
生地に具沢山のピザ。
オリジナルソースとた
っぷりの具材を存分に
お楽しみいただけます
。
トースターで焼くだけ

銀の森ピザ11枚セッ
ト

25,000円

拘りのレシピで作った
生地に具沢山のピザ。
オリジナルソースとた
っぷりの具材を存分に
お楽しみいただけます
。
トースターで焼くだけ

銀の森ピザ14枚セッ
ト

30,000円

拘りのレシピで作った
生地に具沢山のピザ。
オリジナルソースとた
っぷりの具材を存分に
お楽しみいただけます
。
トースターで焼くだけ

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
菓子を楽しむことがで

自家焙煎珈琲豆セッ
ト（豆のまま）

10,000円

珈琲は高品質（スペシ
ャルティコーヒーとい
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…

自家焙煎珈琲豆セッ
ト（挽く）

10,000円

珈琲は高品質（スペシ
ャルティコーヒーとい
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…

DIY風テーブルトッ
プ単体アウトドア収
納ケースSサイズ用2
個セット

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
プ単体アウトドア収
納ケースLサイズ用

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！

アウトドア収納ケー
スDIY風テーブルト
ップセットグリーン
Sサイズ2個

20,000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
。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
DIY風仕上げで味のある

アウトドア収納ケー
スDIY風テーブルト
ップセットグレーS
サイズ2個

20,000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
。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
DIY風仕上げで味のある

アウトドア収納ケー
スDIY風テーブルト
ップセットブラック
Sサイズ2個

20,000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
。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
DIY風仕上げで味のある

アウトドア収納ケー
スDIY風テーブルト
ップセットネイビー
Sサイズ2個

20,000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
。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
DIY風仕上げで味のある

アウトドア収納ケー
スDIY風テーブルト
ップセットグリーン
Lサイズ

20,000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
。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
DIY風仕上げで味のある

アウトドア収納ケー
スDIY風テーブルト
ップセットグレーL
サイズ

20,000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
。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
DIY風仕上げで味のある

アウトドア収納ケー
スDIY風テーブルト
ップセットブラック
Lサイズ

20,000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
。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
DIY風仕上げで味のある

アウトドア収納ケー
スDIY風テーブルト
ップセットネイビー
Lサイズ

20,000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
。
国産商品なので安心の
強度と構造です。
DIY風仕上げで味のある

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

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…

中山太鼓太鼓バチ

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…
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岐阜県　恵那市

アウトドア収納ケー
スグリーンSSサイズ
2個組

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
。
小分けに最適な20リッ
トルのコンパクトなサ

アウトドア収納ケー
スグレーSSサイズ2
個組

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
。
小分けに最適な20リッ
トルのコンパクトなサ

ダストボックスゴミ
箱おしゃれスリム分
別2段ホワイト1個

10,000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

ダストボックスゴミ
箱おしゃれスリム分
別2段ネイビー1個

10,000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

ダストボックスゴミ
箱おしゃれスリム分
別3段ホワイト1個

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

ダストボックスゴミ
箱おしゃれスリム分
別3段ブラウン1個

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

トラッシュカンゴミ
箱ふた付き30リット
ルブラウン2個組

10,000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
式を採用することで安

トラッシュカンゴミ
箱ふた付き30リット
ルホワイト2個組

10,000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
式を採用することで安

トラッシュカンゴミ
箱ふた付き50リット
ルネイビー1個

10,000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50リット
ルグリーン1個

10,000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50リット
ルホワイト1個

10,000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！

ペールカンゴミ箱ふ
た付き60リットルベ
ージュ1個

10,000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。

ペールカンゴミ箱ふ
た付き60リットルブ
ラック1個

10,000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。

ペールカンゴミ箱ふ
た付き60リットルグ
リーン1個

10,000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。

ペールカンゴミ箱ふ
た付き60リットルグ
レー1個

10,000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。

ごみ箱ダストボック
ス2種セットベージ
ュスリムシンプル

10,000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♪

ごみ箱ダストボック
ス2種セットグリー
ンスリムシンプル

10,000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♪

ごみ箱ダストボック
ス2種セットネイビ
ースリムシンプル

10,000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♪

ごみ箱ダストボック
スベージュスライド
開閉おしゃれ2個組

10,000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、デスクの下にもぴ

ごみ箱ダストボック
スグリーンスライド
開閉おしゃれ2個組

10,000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、デスクの下にもぴ

ごみ箱ダストボック
スネイビースライド
開閉おしゃれ2個組

10,000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、デスクの下にもぴ

ゴミ箱ダストボック
ス臭いが漏れない33
リットル2個組

10,000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！

ゴミ箱ダストボック
ス臭いが漏れない47
リットル1個

10,000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！

ゴミ箱ダストボック
ス臭いが漏れない70
リットル

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！

ゴミ箱臭いが漏れな
い持ち運びコンパク
ト10リットル2個組

10,000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！

ごみ箱抗菌防汚防臭
ホワイト33リットル
2個組

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♪

ごみ箱抗菌防汚防臭
グレー33リットル2
個組

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♪

ごみ箱抗菌防汚防臭
ホワイト47リットル
1個

10,000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♪

ごみ箱抗菌防汚防臭
グレー47リットル1
個

10,000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♪

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
おもてなし文化を大切

あまから五平餅20本
セット

10,000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

あまから秘伝の万能
たれ５個セット

10,000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。
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岐阜県　恵那市

roomGETALS

50,000円

健康維持を追求しよう
と開発した室内用五本
指健康下駄です。
下駄の台座は、恵那市
が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

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、カバンに入れても

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…

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
栗伝猪狩城ものがたり

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
美味しいお米をどうぞ

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。

飛騨牛切り落とし肉
A5ランク1kg冷凍和
牛最高品質ブランド
牛

30,000円

A5最高ランクでどんな
料理にも使える万能な
逸品

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

15,000円

国産の栄養豊富な米ぬ
かや昆布を発酵させ、
さらにエプソムソルト
を高配合。
栄養豊富な入浴液が、
あなたのお肌へ潤いを
与えます。

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。

かめや菓子舗かすて
いら5本セット

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。
プレーン・ゆず・抹茶

松浦軒本店歌子の里
セット（大）

10,000円

下田歌子の里、岩村町
の名菓であります。
松浦軒本店のカステー
ラと、栗きんとんのお
菓子「歌子の里」を、
お届けします。

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・茄子・里ごぼう

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…

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…

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

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。
チップは東農地方の間

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

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。
チップは東農地方の間

女城主大吟醸720ｍ
ｌ

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。

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

天外天しょうゆ、味
噌セット317

10,000円

天外天味噌は、内モン
ゴル産、無農薬・有機
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。

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…

竈出汁・野菜出汁2
種類セット

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。

飛騨牛モモ肉スライ
スA4等級以上500ｇ

20,000円

飛騨牛とは・・・岐阜
県内で14カ月以上飼育
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
に与えられる銘柄。…

飛騨牛モモ肉スライ
スA4等級以上800ｇ

30,000円

飛騨牛とは・・・岐阜
県内で14カ月以上飼育
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
に与えられる銘柄。…

令和2年度えごま油2
本

15,000円

生活習慣病の予防に効
果があるとして注目さ
れている「えごま」。
恵那市中野方町の農事
組合法人アグリアシス
ト中野方は、耕作放棄
地を減らし、中野方…

学習机（スライド式
引き出し２杯付き）
（ヒノキ材）

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

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。

明智ゴルフ場平日プ
レー券（朝軽食・昼
食+１Ｄ・コース売
店2コイン付）1名様

35,000円

タブレット型ナビを導
入！チャンピオンコー
ス東、テクニカルコー
ス西、アメリカンスタ
イルコース中と3コース
・54ホールの大スケー
ルのゴルフ場です。…

明智ゴルフ場平日プ
レー券（朝軽食・昼
食+１Ｄ・コース売
店2コイン付）2名様

70,000円

タブレット型ナビを導
入！チャンピオンコー
ス東、テクニカルコー
ス西、アメリカンスタ
イルコース中と3コース
・54ホールの大スケー
ルのゴルフ場です。…

明智ゴルフ場平日プ
レー券（朝軽食・昼
食+1Ｄ・コース売店
2コイン付）4名様…

150,000円

タブレット型ナビを導
入！チャンピオンコー
ス東、テクニカルコー
ス西、アメリカンスタ
イルコース中と3コース
・54ホールの大スケー
ルのゴルフ場です。…
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岐阜県　恵那市

明智ゴルフ場土日祝
プレー券（朝軽食・
昼食+1Ｄ・コース売
店2コイン付）1名…

60,000円

タブレット型ナビを導
入！チャンピオンコー
ス東、テクニカルコー
ス西、アメリカンスタ
イルコース中と3コース
・54ホールの大スケー
ルのゴルフ場です。…

明智ゴルフ場土日祝
プレー券（朝軽食・
昼食+1Ｄ・コース売
店2コイン付）4名…

250,000円

タブレット型ナビを導
入！チャンピオンコー
ス東、テクニカルコー
ス西、アメリカンスタ
イルコース中と3コース
・54ホールの大スケー
ルのゴルフ場です。…

テレワーク用書斎部
屋（組み立て式）（
ヒノキ・スギ・セン
など）

950,000円

コロナ禍の影響でテレ
ワークをされる方が増
えています。
ご自宅で落ち着いた空
間を確保できる、組み
立て式の書斎部屋を作
りました。

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（蓮華蜂蜜180g1
本、Aランク蜜蝋50g
1枚）

10,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
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

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（栗蜂蜜180g1本
、Aランク蜜蝋100g1
枚）

10,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
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
蜂蜜です。濃厚な甘み

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（百花蜂蜜180g1
本、Aランク蜜蝋100
g：50ｇ2枚）

10,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
恵那市で6月中旬ごろか
ら下旬ごろに収穫した
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

恵那蜜蝋セット（S
ランク蜜蝋200g：10
0g2枚）

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（

恵那蜜蝋セット（A
ランク蜜蝋300g：10
0g3枚）

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（

恵那蜂蜜1本（栗蜂
蜜300g1本）

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

恵那蜂蜜1本（百花
蜂蜜300g1本）

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

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）

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

恵那蜂蜜2本ギフト
箱入りセット（栗蜂
蜜300g2本）

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

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（蓮華蜂蜜300g1
本、Sランク蜜蝋150
g：50g3枚）

20,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
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

恵那蜂蜜3本ギフト
箱入りセット（蓮華
蜂蜜・百花蜂蜜・栗
蜂蜜180g各1本）

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

恵那蜂蜜2本セット
（蓮華蜂蜜300g1本
、栗蜂蜜180g1本）

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

恵那蜂蜜2本セット
（蓮華蜂蜜300g1本
、百花蜂蜜180g1本
）

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

恵那蜂蜜2本セット
（栗蜂蜜300g1本、
蓮華蜂蜜180g1本）

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

恵那蜜蝋セット（S
ランク蜜蝋500g：10
0g5枚）

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（

恵那蜜蝋セット（S
ランク蜜蝋450g：15
0g3枚）

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（

恵那蜂蜜3本ギフト
箱入りセット（蓮華
蜂蜜・百花蜂蜜・栗
蜂蜜300g各1本）

30,000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

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（蓮華蜂蜜300g1
本、Sランク蜜蝋400
g：100g4枚）

30,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
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

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（蓮華蜂蜜300g1
本、Aランク蜜蝋600
g：150g4枚）

30,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
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

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（蓮華蜂蜜・百花
蜂蜜・栗蜂蜜180g各
1本、Sランク蜜蝋2

30,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
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

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（蓮華蜂蜜・百花
蜂蜜・栗蜂蜜180g各
1本、Aランク蜜蝋3

30,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
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

恵那蜂蜜3本ギフト
箱入りセット（栗蜂
蜜300g3本）

30,000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

恵那蜂蜜3本ギフト
箱入りセット（百花
蜂蜜300g1本、栗蜂
蜜300g2本）

30,000円

生産者が販売する蜂蜜
です。
百花蜂蜜は、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

恵那蜂蜜2本ギフト
箱入りセット（百花
蜂蜜・栗蜂蜜500g各
1本）

30,000円

生産者が販売する蜂蜜
です。
百花蜂蜜は、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

恵那蜂蜜6本セット
（蓮華蜂蜜・百花蜂
蜜・栗蜂蜜180g各2
本）

40,000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

恵那蜂蜜3本セット
（蓮華蜂蜜300g1本
、百花蜂蜜500g1本
、栗蜂蜜500g1本）

40,000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

恵那蜂蜜3本ギフト
箱入りセット（蓮華
蜂蜜300g3本）

40,000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

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（蓮華蜂蜜300g1
本、百花蜂蜜500g1
本、栗蜂蜜500g1本

50,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
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

恵那蜂蜜6本セット
（蓮華蜂蜜・百花蜂
蜜・栗蜂蜜300g各2
本）

60,000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
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岐阜県　恵那市

恵那蜂蜜・蜜蝋セッ
ト（蓮華蜂蜜300g1
本、百花蜂蜜500g1
本、栗蜂蜜500g1本

60,000円

生産者が販売する蜂蜜
と蜜蝋です。
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

恵那蜂蜜4本セット
（百花蜂蜜500g2本
、栗蜂蜜500g2本）

60,000円

生産者が販売する蜂蜜
です。
百花蜂蜜は、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

恵那蜂蜜6本セット
（蓮華蜂蜜300g2本
、百花蜂蜜300g・50
0g各1本、栗蜂蜜300

70,000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

恵那蜂蜜6本セット
（蓮華蜂蜜300g2本
、百花蜂蜜300g・50
0g各1本、栗蜂蜜500

80,000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

栗最中あいす8個入
り

13,000円

恵那寿や自慢の栗最中
をバニラアイスクリー
ムとあわせ、最中あい
すにしあげました。栗
とバニラの風味が最中
の食感と絶妙に調和し
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。

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

15,000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

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグリーンSSサイズ
２個組

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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグレーSSサイズ２
個組

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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スブラックSSサイズ
２個組

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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグリーンSサイズ
２個組

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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグレーSサイズ２
個組

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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スブラックSサイズ
２個組

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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグリーンLサイズ
１個

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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグレーLサイズ１
個

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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スブラックLサイズ
１個

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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグリーンMサイズ
１個

10,000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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグレーMサイズ１
個

10,000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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スブラックMサイズ
１個

10,000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
防止できる仕様となっ
ています。

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグリーンロータイ
プM１個

10,000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
しても使える新型です

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スグレーロータイプ
M１個

10,000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
しても使える新型です

トランクカーゴ新型
アウトドア収納ケー
スブラックロータイ
プM１個

10,000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
しても使える新型です

ごみ箱低めコンパク
トペダルダストボッ
クス20リットルブラ
ック1個

10,000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。

ごみ箱低めコンパク
トペダルダストボッ
クス20リットルホワ
イト1個

10,000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。

ごみ箱低めコンパク
トペダルダストボッ
クス35リットルブラ
ック1個

10,000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。

ごみ箱低めコンパク
トペダルダストボッ
クス35リットルホワ
イト1個

10,000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。

ごみ箱低めコンパク
トペダルダストボッ
クス45リットルブラ
ック1個

10,000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。

ごみ箱低めコンパク
トペダルダストボッ
クス45リットルホワ
イト1個

10,000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。

おひさまワイン（ブ
ラン）

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
く配合し、恵那峡にあ
る自社ワイナリーで手
間暇をかけて生産し…

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。ぜひご堪能く…

恵那産ミニスウェー
デントーチ×五徳セ
ット

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』が発祥。丸太

恵那産ミニスウェー
デントーチ×五徳×
羽釜セット

20,000円

岐阜県恵那産のスウェ
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』が発祥。丸…
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岐阜県　恵那市

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
空撮イベントの参加…

木の靴べら（50cm）
（国産材使用）１個

12,000円

この靴べらは、立った
状態と座った状態、ど
ちらも使える長さにな
っています。形が弓な
りで持ちやすく、木目
の美しいナラやカエデ
、ケヤキ等、すべて…

木の靴べら（70cm）
（国産材使用）１個

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

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
しいたけなど素朴な具

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…

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…

豊楽園・プレミアム
ジュース「恵那山麓
の果実の雫」3本セ
ット

10,000円

豊楽園で丹精込めて育
てた果物を、果汁100％
ジュースにしました♪
フジの爽やかなりんご
ジュース、レッドナイ
ア＆ベリーAの赤ワイン
のような風味のぶ…

空き家見廻り隊

20,000円

恵那の実家が気になり
ませんか？

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

お墓掃除代行掃除隊

30,000円

実家のお墓が気になり
ませんか？

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

イスデザインチェア
人気モノトーンブラ
ック1脚

25,000円

モノトーンで統一され
たシンプルなチェア

イスデザインチェア
人気モノトーングレ
ー1脚

25,000円

モノトーンで統一され
たシンプルなチェア

イスデザインチェア
人気モノトーンホワ
イト1脚

25,000円

モノトーンで統一され
たシンプルなチェア

イスデザインチェア
モルタル風椅子シュ
タイン1脚

25,000円

重厚感とデザイン性の
高いフォルムを組み合
合わせしたチェア

トランクカーゴ新型
専用仕切り板セット
アウトドア収納ケー
スグリーンロウタ…

15,000円

収納しやすく取り出し
やすい荷物を整理でき
る専用仕切り板セット

トランクカーゴ新型
専用仕切り板セット
アウトドア収納ケー
スグレーロウタイ…

15,000円

収納しやすく取り出し
やすい荷物を整理でき
る専用仕切り板セット

トランクカーゴ新型
専用仕切り板セット
アウトドア収納ケー
スブラックロウタ…

15,000円

収納しやすく取り出し
やすい荷物を整理でき
る専用仕切り板セット

トマトジュースセッ
ト

10,000円

リコピンたっぷりの濃
厚トマトジュース

農園セット

10,000円

馥郁農園の人気加工品
詰め合わせ

LGASIA（ルガシア）
多機能薪バサミ炎群
（homura）

35,000円

焚き火をもっと楽しむ
ために。火バサミ機能
を兼ね備えた便利なキ
ャンプギア

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

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
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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

アウトドア収納ケー
スブラックSSサイズ
2個組

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
。
小分けに最適な20リッ
トルのコンパクトなサ

銀の森プティボワ18
0

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15
0

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（
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