岐阜県 飛騨市

飛騨牛１００％ しぐれ煮
飛騨市推奨特産品[A0004]

飛騨牛 味付牛ちゃん
飛騨市推奨特産品 [A0005]

5,000円

飛騨えごま味噌
１２０ｇ入り×２瓶[A0012]

5,000円

飛騨えごま煎餅
１２枚入り×２袋[A0011]

5,000円

5,000円

【容量】飛騨牛しぐれ煮１５０ｇ
１箱 消費期限：常温保存６０日。
飛騨牛のみを甘辛く炊き上げた、ご
飯にもお酒にも合う絶品です。◆発
送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

【容量】飛騨牛味付け 250ｇ 消
費期限：冷凍保存30日。ちょっと甘
めの濃厚たれで味付けました！◆発
送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

【容量】飛騨えごま味噌 １２０ｇ
入り×２瓶。消費期限：１８０日以
上。飛騨えごまをふんだんに使用し
たおかず味噌です。◆発送：株式会
社飛騨企画販売 0577-57-9111

【容量】飛騨えごま煎餅
１２枚入り×２袋 消費期限：１２
０日以上。飛騨産えごまを使用した
サクサクとした煎餅です。◆発送：
株式会社飛騨企画販売
0577-57-9111

ラーメンなら麺の清水屋 醤油拉麺
食べ比べセット（計１０食）[A0019
]

五平餅あられ
１２個入り×４袋[A0013]

丸台を使って作る！本格的な組紐作
り体験 1人分チケット[A0023]

飛騨えごまドレッシング
和風洋風詰合せ[A0014]

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

【容量】飛騨中華そば２食×２、飛
騨にぼしらーめん２食×１ 、豆天
狗飛騨高山らーめん２食×１、本仕
込み飛騨中華そば２食×１消費期限
：約６０日。定番の飛騨中華をはじ
め、醤油らーめんを詰め合わせ致し
ました。◆発送：麺の清水屋
0578-82-0145

【容量】五平餅あられ
１２個入り×４袋
消費期限：１５０日以上 えごまだ
れの五平餅をイメージした商品です
。◆発送：株式会社飛騨企画販売
0577-57-9111

【容量】組紐体験チケット
1人所要時間30～40分 丸台と呼ば
れる組台で絹糸を使い作ります。ブ
レスレットかキーホルダーか選択可
能です。 ◆発送：染と呉服大洞
0577-73-2209

【容量】飛騨えごまドレッシング：
和風醤油
２００ｍｌ×１本、クリーミー
２００ｍｌ×１本 消費期限：１２
０日以上。飛騨えごまを使用した和
洋２タイプのドレッシングです。
◆発送：株式会社飛騨企画販売
0577-57-9111

味噌煎餅

《期間限定》ちょこっとお芋入り味
噌煎餅[A0046]

飛騨そば・味噌煎餅
懐かしセット［A0052］

《数量限定》奥飛騨の地酒『神代』
スーパーカミオカンデボトル
180ml×3本[A0063]

2枚×22袋セット[A0044]

5,000円
【容量】味噌煎餅（２枚入×２２袋
） 消費期限：９０日。明治41年（
1908）創業。国産原材料を使用し、
安全と味にこだわった自家製味噌煎
餅です。◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

21217

5,000円
【容量】ちょこっとお芋入り味噌煎
餅１枚入×６袋 消費期限：６０日
大学芋風のちょっぴりお洒落な味
噌煎餅。 ※申込期限：２０２０年
３月３１日まで◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

5,000円
【容量】飛騨そば2食入（つゆ付）
×4袋＜計8食分＞ 味噌煎餅（ちょ
こっとえごま入り2枚、ちょこっと
珈琲入り2枚、ちょこっと緑茶玄米
入り1枚、酒粕入り2枚）＜計7枚＞
消費期限：製造より60日
◆発送：有限会社老田屋
0578-82-0043

5,000円
【容量】SAKE神代
スーパーカミオカンデボトル
180ml×3本(セット箱入り)
◆発送：有限会社
大坪酒造店 0578-82-0008

岐阜県

自家焙煎珈琲
飛騨神岡の宇宙を味わう珈琲
1箱5パックセット[A0066]

5,000円

《飛騨の懐かしい味》味噌煎餅・中
華そばセット［A0068］

5,000円

＜牧成舎＞牛乳屋がていねいに作っ
たフレッシュモッツァレラチーズ3
個[A0076]

5,000円

飛騨市

ラーメン堪能セット醤油・有名店コ
ラボ・味噌老田屋3種12食令和記念[
A0080]

5,000円

【容量】宇宙を味わう珈琲
ドリップバック5個入り１箱セット
消費期限：約１８０日(製造から
約１年)。珈琲の(素)粒子から生ま
れるダークブラウン。澄みきった深
いこくと甘みを感じられるブレンド
に仕上げました。◆発送：自家焙煎
珈琲あすなろ 0578-82-4008

【容量】飛騨高山ラーメン2食×1袋
、飛騨高山ラーメン朴葉味噌味2食
×1袋、飛騨塩こうじらーめん2食×
1袋、味噌煎餅13枚×1袋 消費期限
：製造より60日◆発送：有限会社老
田屋 0578-82-0043

【容量】フレッシュモッツァレラチ
ーズ 100g×３個消費期限：約12日
。自社牧場と契約酪農家の新鮮な飛
騨の生乳100％で作るフレッシュモ
ッツァレラチーズ。◆発送：有限会
社 牧成舎 0577-73-2226

【容量】合計12食 ◎高山ラーメン
（醤油）：ラーメン４食・醤油スー
プ４個 ◎朴葉味噌ラーメン：ラー
メン４食・朴葉味噌スープ４個 ◎
麺屋しらかわ（醤油）：ラーメン４
食・醤油スープ４個
消費期限：製造から60日間
◆発送：有限会社
老田屋0578-82-0043

飛騨の牛乳屋こだわり、ヨーグルト
バラエティーセット[A0097]

明治30年創業の牛乳屋
牧成舎の低温殺菌牛乳[A0086]

無添加・国産原材料にこだわった味
噌煎餅７種２６枚[A0002]

飛騨産えごまたっぷり！三種類のマ
ドレーヌセット[A0025]

5,000円

6,000円

6,000円

6,000円

【容量】のむヨーグルト150ml×5本
、生クリームヨーグルト90ml×3個
、季の風ヨーグルト80ml×3個
計11点 消費期限：ヨーグルト9日
以上。牧成舎のヨーグルト全種類を
少量ずつ詰めたバラエティーなセッ
ト。◆発送：有限会社牧成舎
0577‐73‐2226

【容量】牧成舎牛乳
１０００ｍｌ×６本 消費期限：６
日。飛騨産生乳１００％で作る低温
殺菌牛乳は、牛乳独特の臭みがなく
、甘みが特徴の牛乳です。◆発送：
有限会社牧成舎 0577‐73‐2226

【容量】味噌煎餅６枚（２枚入×３
袋）、生姜入り味噌煎餅６枚（２枚
入×３袋）、ちょこっと珈琲入り味
噌煎餅４枚（２枚入×２袋）、ちょ
こっとえごま入り味噌煎餅４枚（２
枚入×２袋）、酒粕入り味噌煎餅４
枚（２枚入×２袋）、野草グラノー
ラ入り味噌煎餅２枚（１枚入×１袋
×２種類） 消費期限：約６０日◆
発送：有限会社 井之廣製菓舗
0577‐73‐2302

【容量】えごまときな粉のマドレー
ヌ 4個、レモン味のマドレーヌ
2個、チョコ味のマドレーヌ 2個
計8個入り ※このセットはギフト
用の箱でお送りいたします。消費期
限：約10日◆発送：パティスリーマ
ツキ 0577‐73‐2159

飛騨名物「朴葉味噌」３００g２セ
ット入り[A0017]

銘酒２蔵★純米吟醸と飛騨ラーメン
[A0099]

《飛騨の牛乳屋と珈琲店コラボ》自
家焙煎オリジナルドリップ珈琲＆牛
乳＆ヨーグルトセット[A0049]

《数量限定》奥飛騨の地酒『神代』
スーパーカミオカンデボトル
720ml[A0098]

6,000円
【容量】元祖”朴葉味噌”朴葉３枚
＋味噌３００ｇ入りを２セット
味噌 計600g 消費期限：冷蔵で１
ヶ月。飛騨古川の料理旅館 蕪水亭
（ぶすいてい）の女将が代々引き継
いできた伝承の味。◆発送：料理旅
館 蕪水亭 0577-73-2531

21217

6,000円
【容量】蓬莱 純米吟醸
３００ｍｌ×１本
[酒米ひだほまれ 精米歩合５５％]
白真弓 純米吟醸
３００ｍｌ×１本
[酒米ひだほまれ 精米歩合５５％]
麺の清水屋 中華そば(しょうゆ味)
２食入り×１袋 消費期限：お酒
約３６０日ラーメン
約６０日◆発送：後藤酒店
0577-73-2657

6,000円
【容量】牧成舎牛乳（低温殺菌牛乳
）500ｍｌ×3本 牧成舎オリジナル
焙煎ドリップ珈琲５回分
生クリームヨーグルト90ｍｌ×６個
消費期限：牛乳6日、ヨーグルト1
2日、ドリップ珈琲360日。◆発送：
有限会社牧成舎 0577-73-2226

6,000円
【容量】SAKE神代
スーパーカミオカンデボトル
720ml(オリジナル箱入り) 辛口で
キリッとした喉ごしの『神代』は大
坪酒造の看板商品。特殊ラベルによ
り、ボトルはまるでスーパーカミオ
カンデのタンクのよう。贈り物にも
おすすめです。◆発送：有限会社
大坪酒造店 0578-82-0008

岐阜県

ラーメン・冷やし中華・蕎麦
8種類16食 令和記念セット
老田屋[A0079]

6,000円

麺の清水屋 人気のラーメン４種セ
ット（計１０食）[A0020]

7,000円

飛騨市推奨特産品 古里精肉店謹製
飛騨牛の4等級以上ランクすね肉
のブロック300g[A0057]

7,000円

飛騨市

飛騨市推奨特産品 古里精肉店謹製
飛騨牛の4等級以上ランクのすね
肉カット300g[A0058]

7,000円

【容量】8種合計16食
◎冷し中華（梅味） ◎ざる中華
◎とろろ蕎麦 ◎煮干しラーメン
◎とんこつラーメン ◎塩ラーメン
◎朴葉味噌ラーメン
◎カレーラーメン 消費期限：製造
より60日間◆発送：有限会社
老田屋0578-82-0043

【容量】豆天狗飛騨高山らーめん２
食×２、本仕込み飛騨中華そば２食
×１、カレーらーめん２食×１、飛
騨ブラックらーめん１食×２
消費期限：約６０日
◆発送：麺の清水屋 0578-82-0145

【容量】飛騨牛4等級以上ランクの
すね肉ブロック300g 消費期限は約
30日（冷凍-18℃以下で保存された
場合）解凍後は2日以内。古里精肉
店が飛騨牛の4等級以上のランクに
こだわり厳選したすね肉です。◆発
送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】飛騨牛の4等級以上ランク
のすね肉カット300g 消費期限は約
30日（冷凍-18℃以下で保存された
場合）解凍後は2日以内。古里精肉
店が飛騨牛の4等級以上のランクに
こだわり厳選したすね肉です。◆発
送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

ちょこっとえごま入り味噌煎餅
巾着2セット（2枚入×5袋
2セット）[A0067]

牛ホルモン味付き550g 飛騨で育っ
た牛肉のみのこだわりホルモン[A00
85]

奥飛騨原水２L×６本[A0045]

スフレチーズと生シューロールケー
キ[A0100]

7,000円

7,000円

8,000円

8,000円

【容量】ちょこっとえごま入り味噌
煎餅２枚入×５袋の巾着２セット
消費期限：約９０日 土蔵熟成自家
製味噌を使用した味噌煎餅に飛騨産
のえごまをたっぷりとトッピングし
ました。◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

【容量】タレ味付き内臓”飛騨神岡
とんちゃん” 550gパック※各パッ
クごとに入っている部位が異なりま
す。 消費期限：約100日 地元の
味噌と醤油をベースにした特製タレ
で味付け。たくさんの種類があり、
様々な食感を楽しめます。◆発送：
きのえ 0578-82-6266

【容量】奥飛騨原水２L×６本 悠
久の時間までも感じられる、飛騨の
環境でしか湧出されない天然水を是
非どうぞ。◆発送：株式会社コラジ
ー・ギフ 0578-83-1123

【容量】生シューロールケーキとチ
ョコとプレーン２種類のスフレチー
ズ 消費期限：冷凍保存で３０日
シュー皮とスポンジと生クリームで
巻いて仕上げたシューロールは、開
店当初からの人気商品。２種類のス
フレチーズは、どっしりと濃厚な味
わいです。◆発送：パティスリーマ
ツキ 0577‐73‐2159

そば蕎麦乾麺200g×３袋そばつゆ6
袋飛騨奥飛騨朴念そば[A0007]

バターサンド
HIDASAND（飛騨山渡）[A0026]

スイーツ ４種類のチーズケーキア
ソート[A0027]

飛騨のもちっ娘（梅）お餅４種類２
４枚[A0102]

8,000円
【容量】そば乾麺（200g）
３袋、そばつゆ（25ml） ６袋
専用化粧箱入 賞味期限：１８０日
農水省に品種登録(全国で25件目
・東海北陸６県で初。できたそばを
仲間で栽培し、製造した自前の粉１
００％のそば。◆発送：奥飛騨朴念
そばの会 080-2669-1818

21217

8,000円
【容量】レーズンサンドクッキー
4枚、抹茶サンドクッキー
4枚、チョコサンドクッキー 4枚※
このセットはギフト用の箱でお送り
いたします。 消費期限：約10日◆
発送：パティスリーマツキ
0577‐73‐2159

8,000円
【容量】カマンベールチーズケーキ
、クリームチーズケーキ、ブルーチ
ーズケーキ、チョコクリームチーズ
ケーキ 4種類合計で中12のホール
ケーキの大きさです。※このセット
はギフト用の箱でお送りいたします
。◆消費期限：冷凍30日
発送：パティスリーマツキ
0577‐73‐2159

8,000円
【容量】餅６袋（１袋６枚入）［白
餅１袋・草餅１袋・豆餅１袋・えご
ま餅１袋］ 消費期限：約１４日間
米、草、豆、えごま。全商品、飛
騨産のものを使用しております。
※申込期限：２０２０年３月３１日
まで◆発送：かみの倶楽部もち工房
0577-57-7105

岐阜県

ご飯のお伴やお弁当のおかずにぴっ
たりの飛騨牛佃煮3品セット[A0075]

8,000円

飛騨の牛乳屋こだわり 食べるタイ
プのヨーグルト２種類盛沢山20個セ
ット[A0093]

8,000円

令和元年産 新米
飛騨コシヒカリ５kg[A0101]

日本酒 スパークリング
Janpan［A0042］

8,000円

飛騨市

白真弓

9,000円

【容量】飛騨牛しぐれ煮（65g×１
個）、飛騨牛味ざん舞（90g×１個
）、飛騨牛昆布巻き（120g×１個）
消費期限：約１２０日 必要最低限
の調味料の使用に抑えることにより
、飛騨牛の旨味を大切にした佃煮の
セットです。◆発送：有限会社さわ
0577-63-2173

【容量】生クリームヨーグルト90ml
×10個、季の風ヨーグルト80ml×10
個 消費期限：約12日 明治30年創
業の牛乳屋、牧成舎の食べるタイプ
のヨーグルト。２種類のヨーグルト
を楽しめます。◆発送：有限会社牧
成舎 0577‐73‐2226

【容量】令和元年産 新米
飛騨コシヒカリ５kg
消費期限：約30日 標準的な栽培方
法に対して、農薬は半分以下、化学
肥料は３割減で育てた、安心、安全
なお米です。鮮度を保つためモミの
まま保存し、ご注文を頂いてから精
米をしてお届けします。◆発送：福
永農園 0578-82-1047

【容量】スパークリング清酒720ｍ
ｌ×1 コルク栓の為、開栓時ご注
意ください。消費期限：約150日
煌めく泡が美しい発泡のお酒。発泡
にして美味しくなるよう特殊な酵母
で甘く、酸が多くなるよう仕込みま
した。◆発送：蒲酒造場
0577-73-3333

ラーメンなら麺の清水屋
拉麺４種セット（１６食）［A0022
］

自家焙煎珈琲飲みくらべセット[A00
03]

麺の清水屋 飛騨中華そばＪＡチャ
ーシュー付セット（１０食）[A0021
]

金木戸屋特製～山の香りふるさとの
味～セット［A0015］

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

【容量】飛騨中華そば２食×２、飛
騨みそらーめん２食×２、本仕込み
飛騨中華そば２食×２、カレーらー
めん２食×２ 消費期限：約６０日
◆発送：麺の清水屋 0578-82-0145

【容量】・ドリップバッグコーヒー
「まろやかブレンド」×５、「こん
がりブレンド」×５、「ケニア」×
５ ・「ちょこっと珈琲入り味噌煎
餅」×２ 消費期限：約１８０日(
製造から約１年)
◆発送：自家焙煎珈琲あすなろ
0578－82－4008

【容量】飛騨中華そば２食×５、Ｊ
Ａ特選チャーシュー
１７０ｇ×１個、味付メンマ
１００ｇ×２袋
消費期限：約３０日 人気の商品を
セットにした自慢の詰め合わせです
。◆発送：麺の清水屋
0578-82-0145

【容量】笹巻羊羹5個、満月最中6個
、笹サブレ5枚、三嶋豆1袋 消費期
限：7日※時期に応じて冷蔵発送さ
せていただきます。 店主自ら山で
採取する熊笹に、直接羊羹液を流し
固めた笹香豊かな無垢な羊羹です。
◆発送：㈱金木戸屋 0578-82-0172

ひだ地鶏けいちゃん（味噌味・鶏肉
の鉄板焼き）320ｇ×3パックセット
[A0214]

ひだ地鶏けいちゃん（えごま味噌・
鶏肉の鉄板焼き）320ｇ×3パックセ
ット [A0216]

ひだ地鶏けいちゃん（えごま味噌・
ノーマル食べ比べ 鶏肉の鉄板焼き
）320ｇ×3パック[A0217]

日本酒 蓬莱 金賞受賞酒３００ml
×５本セット［B0075］

9,000円
【容量】約320g×３パック
消費期限：冷凍状態で６ヶ月 飛騨
の地鶏、飛騨の味噌で作った飛騨の
味のけいちゃんです。◆発送：お食
事処 ひだ小僧 0578-82-2659

21217

9,000円
【容量】約320g×３パック
消費期限：冷凍状態で６ヶ月 飛騨
の地鶏、飛騨の味噌で作った飛騨の
味のけいちゃんです。◆発送：お食
事処 ひだ小僧 0578-82-2659

9,000円
【容量】飛騨地鶏 けいちゃん
味噌 約320g×2パック、飛騨地鶏
けいちゃん えごま味噌
約320ｇ×1パック 合計3パック
消費期限：冷凍状態で６ヶ月 飛騨
地方で愛されている郷土食「鶏ちゃ
ん」ですのセットです。◆発送：お
食事処 ひだ小僧 0578-82-2659

10,000円
【容量】吟醸伝統辛口 ３００ml×
１本、純米吟醸家伝手造り
３００ml×１本、吟造り生貯蔵酒
３０ml×１本、飛騨のどぶ
３００ml×１本、上撰
３００ml×１本 造り方や麹の違い
など日本酒好きが盛り上がる飲み比
べのための、蔵元が自信を持ってオ
ススメする５本です。◆発送：有限
会社渡辺酒造店 0577-73-2347

岐阜県

日本酒
蓬莱・酒スイーツセット［B0076］

10,000円

蓬莱・白真弓・飛騨娘★冷でも熱燗
でも＋飛騨ラーメン２食付き[B0104
]

10,000円

醤油 地の香り
１リットル×４本セット［B0051］

10,000円

飛騨市

＜牧成舎＞牛乳・ヨーグルト・チー
ズ 飛騨産生乳で作るこだわりのセ
ット[B0096]

10,000円

【容量】吟醸伝統辛口 ７２０ml×
１本、大吟醸ケーキ（４００ｇ）×
１本 消費期限：ケーキ
１００～１８０日 飛騨の名門蔵か
ら究極の酒スイーツと日本酒のセッ
ト。◆発送：有限会社渡辺酒造店
0577-73-2347

【容量】蓬莱 小町桜 古川祭ラベ
ル７２０ｍｌ×１本、白真弓
上撰７２０ｍｌ×１本、飛騨娘
上撰７２０ｍｌ×１本
、麺の清水屋 中華そば(しょうゆ
味)細ちぢれ麺２食入り×１袋
消費期限：お酒 約３６０日
ラーメン
約６０日◆発送：後藤酒店
0577-73-2657

【容量】醤油
亀印（こいくち）１リットル
２本、赤印（うすくち）１リットル
２本 消費期限：約540日 天然醸
造にて昔ながらの仕込み方で製造し
ている醤油。◆発送：船津醤油株式
会社 0578-82-0071

【容量】白の命(低温殺菌牛乳・瓶
入り) ７２０ｍｌ、奥飛騨牛乳(低
温殺菌牛乳・紙パック)１０００ｍ
ｌ、のむヨーグルト７５０ｍｌ、フ
レッシュモッツァレラ１００ｇ、チ
ーズの溜り醤油漬け１００ｇ、生ク
リームヨーグルト９０ｍｌ×６個
消費期限：牛乳６日、ヨーグルト１
４日、チーズ１２日◆発送：有限会
社牧成舎 0577-73-2226

＜牧成舎＞飛騨のチーズたっぷりピ
ザセット（３枚）[B0002]

ごはんにぴったり！朴葉みそ三昧セ
ット［B0052］

令和初しぼり 搾ったままの生はち
みつ２００ｇ×２本[B0059]

こしひかり5kg特別栽培米食味コン
クール受賞農家の特別栽培米コシヒ
カリ［B0247]

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

【容量】マルゲリータ
直径１９ｃｍ １枚、和風山椒味
直径１９ｃｍ
１枚、牧成舎おまかせセレクトピザ
１枚 消費期限：賞味期限９０日
飛騨の自家製チーズをたっぷりのせ
た特製ピザ。◆発送：有限会社牧成
舎 0577-73-2226

【容量】朴葉みそ ２４０ｇ袋入り
２袋、朴葉みそ
１００ｇ×３袋入り
１袋、朴葉みそ
山の幸（山椒、くるみ、あぶらえ）
１袋 消費期限：約180日 飛騨地
方のお土産代表格の『朴葉みそ』。
◆発送：船津醤油株式会社
0578-82-0071

【容量】搾ったままの生はちみつ
百花はちみつ２００ｇ×２本
消費期限：３００日以上 飛騨市産
の、搾った後ろ過しただけのはちみ
つを瓶詰めしました。◆発送：株式
会社飛騨企画販売 0577-57-9111

【容量】特別栽培米コシヒカリ
5kg
※2020年1月より順次発送開始。
可能な限り、化学肥料や農薬を削減
し、食べて安心、安全な栽培方法、
そして美味しさにこだわったお米で
す。◆発送：池本農園
0577‐75‐2178

味噌と醤油のセット 地の香り 醤
油１リットル×３本と味噌のセット
［B0053］

＜牧成舎＞飛騨のチーズ＆ヨーグル
トセット《チーズ３個＋ヨーグルト
６個》[B0001]

日本そばそば蕎麦乾麺200g×4袋そ
ばつゆ6袋飛騨奥飛騨朴念そば[B001
0]

無添加・国産原材料にこだわった味
噌煎餅７種４２枚[B0015]

10,000円
【容量】こうじみそ、手造りみそ、
ちょい甘口みそ ３５０ｇより２袋
、亀印醤油（こいくち）１リットル
１本、赤印醤油（うすくち）１リ
ットル ２本 消費期限：約300日
天然醸造にて昔ながらの仕込み方
で製造している醤油と醤油のセット
。◆発送：船津醤油株式会社
0578-82-0071

21217

10,000円
【容量】フレッシュモッツァレラチ
ーズ１００g１個、チーズの溜まり
醤油漬け１００g１個、大人の素っ
ぴんチーズ２００g１個、ヨーグル
ト６個 消費期限：フレッシュモッ
ツァレラチーズ・チーズの溜り醤油
漬け12日
大人のすっぴんチーズ30日 ヨーグ
ルト14日※消費期限の短い商品のた
め、受取不可の日程を、事前にご記
載ください。◆発送：有限会社牧成
舎 0577-73-2226

10,000円
【容量】そば乾麺（200g）、４袋
そばつゆ（25ml） ６袋
専用化粧箱入
消費期限：賞味期限１８０日 国の
二省（農水省・国交省）が認定選定
した二冠のそば・奥飛騨朴念（ぼく
ねん）そば。◆発送：奥飛騨朴念そ
ばの会 080-2669-1818

10,000円
【容量】味噌煎餅２枚入×３袋、生
しょうが入り味噌煎餅２枚入×３袋
、ちょこっと珈琲入り味噌煎餅２枚
入×６袋、ちょこっとえごま入り味
噌煎餅２枚入×３袋、酒粕入り味噌
煎餅２枚入×３袋、野草グラノーラ
入り味噌煎餅１枚入×６袋 消費期
限：約６０日◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

岐阜県

＜牧成舎＞手焼き最中アイスセット
（７個入）[B0003]

10,000円

飛騨えごまソフトカプセル・飛騨え
ごま和風ドレッシング［B0044］

丸台を使って作る！本格的な組紐作
り体験 ペアチケット［B0077］

10,000円

10,000円

飛騨市

飛騨牛のしぐれ煮を食べ比べ(山椒
、醤油、味噌味のセット)[B0055]

10,000円

【容量】最中アイス130ｍｌ ７個
（バニラ・抹茶・あん抹茶・いちご
・コーヒー） 自家製の手焼き最中
の皮で包んだ、飛騨のミルクの旨み
たっぷりのアイスクリーム５種類の
組合せです。◆発送：有限会社牧成
舎 0577‐73‐2226

【容量】飛騨えごまカプセル １袋
（60粒入り）、飛騨えごま和風醤油
ドレッシング １本（200ｍｌ）
消費期限：飛騨えごまソフトカプセ
ル：製造日より2年 飛騨地方では
、古くからこのエゴマをおはぎ、和
え物、五平餅など、伝統的な食材と
して使用してきました。◆発送：飛
騨古川さくら物産館 0577-73-7770

【容量】組紐体験ペアチケット
1人所要時間30～40分 ブレスレッ
トかキーホルダーか選択可能。丸台
と呼ばれる組台で絹糸を使い作りま
す。◆発送：染と呉服大洞
0577-73-2209

【容量】飛騨牛しぐれ煮食べ比べセ
ット、山椒味 １２０ｇ、醤油味
１２０ｇ、味噌味 １２０ｇ
消費期限：１２０日以上 飛騨牛の
しぐれ煮の山椒、醤油、味噌 ３つ
の味を食べ比べ。◆発送：株式会社
飛騨企画販売 0577-57-9111

飛騨牛の極旨カレー
２食入り×２箱[B0056]

飛騨えごまドレッシング
和風洋風詰め合わせ[B0057]

五平餅あられ
１２個入り×８袋[B0054]

飛騨のさるぼぼ天然水（鉱水）５０
０ｍｌ×２４本[B0122]

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

【容量】飛騨牛の極旨カレー１箱２
食入り×２箱(４食)
消費期限：１８０日以上 飛騨牛と
飛騨豚のキーマカレー。飛騨牛と飛
騨豚のひき肉を使い旨みをアップさ
せました。レトルトカレーでは珍し
い５種類の野菜入り！◆発送：株式
会社飛騨企画販売 0577-57-9111

【容量】飛騨えごまドレッシング
和風醤油
２００ｍｌ×２本、クリーミー
２００ｍｌ×２本
消費期限：１２０日以上 飛騨えご
まを使用した和洋２タイプのドレッ
シング。飛騨えごまを全重量の２０
％使用した贅沢なドレッシングです
。◆発送：株式会社飛騨企画販売
0577-57-9111

【容量】五平餅あられ
１２個入り×８袋
消費期限：１５０日以上 えごまだ
れの五平餅をイメージした商品。国
産もち米のあられに飛騨産えごまだ
れをまぶし乾燥させました。◆発送
：株式会社飛騨企画販売
0577-57-9111

【容量】天然水（鉱水）５００ｍｌ
×２４本 雄大な北アルプスと木の
国・飛騨の豊かな森林が育んだ天然
水です。飛騨の代表的なキャラクタ
ーのさるぼぼをメインとしたボトル
で提供いたします。◆発送：株式会
社コラジー・ギフ 0578-83-1123

《事前予約制》新米飛騨産特別栽培
米『いのちの壱』3kg［B0125］

純米吟醸蓬莱と飛騨産山菜３品セッ
ト[B0132]

やんちゃ酒と飛騨産山菜３品セット
[B0133]

飛騨の彩りラーメン食べ比べセット
［B0147］

10,000円
【容量】飛騨産いのちの壱 3kg（
平成30年産新米）＋飛騨の漬物「め
しどろぼ漬」１袋 ※精米について
品種の特性上９分つきとなっていま
す。「いのちの壱」は、平成12年（
2000年）に飛騨で栽培が始まった新
品種です。大粒（コシヒカリの1.5
倍）で香りが良く、粘りと弾力にに
優れています。※10月中旬より順次
発送。◆発送：クオリティ飛騨
0577-75-2455

21217

10,000円
【容量】純米吟醸蓬莱720ｍｌ×1、
山ぶき、なんばん、本じめじ各1本
消費期限：約1年間 飛騨古川の老
舗酒造店「渡辺酒造店」の純米吟醸
蓬莱と、お酒の肴にぴったりの弊社
自慢の瓶詰をセットにしました。瓶
詰の山菜は、良質な飛騨産原料のみ
を使用しています。◆発送：株式会
社飛騨ゆい
飛騨かわいやまさち工房
0577-65-2069

10,000円
【容量】やんちゃ酒720ｍｌ×1、山
ぶき、なんばん、本しめじ各1本
消費期限：約1年間 飛騨古川の老
舗酒造店「蒲酒造場」のやんちゃ酒
と、お酒の肴にぴったりの弊社自慢
の瓶詰をセットにしました。瓶詰の
山菜は、良質な飛騨産原料のみを使
用しています。◆発送：株式会社飛
騨ゆい 飛騨かわいやまさち工房
0577-65-2069

10,000円
【容量】飛騨中華そば（醤油味）2
食入り×2袋、飛騨塩こうじらーめ
ん 2食入り×2袋、飛騨つけ麺
2食入り×2袋、カレーラーメン 2
食入り×2袋、酒造女将のお夜食〆
ラーメン 1食入り×2袋 計18食
消費期限：製造より60日◆発送：有
限会社老田屋
0578-82-0043

岐阜県

飛騨ならではの醤油ラーメン味噌ラ
ーメンセット［B0148］

10,000円

飛騨河合吉眞（よしざね）家が贈る
素材からこだわったお餅3種と長
尾農園のトマトジュース[A0069]

10,000円

金賞受賞農家の飛騨産コシヒカリ
新米こしひかり５ｋｇ［B0226］

飛騨市

スーパーカミオカンデ
オリジナルグッズ
4種セット[B0193]

10,000円

10,000円

【容量】飛騨高山ラーメン1食×6袋
、酒蔵女将のお夜食〆ラーメン1食
×6袋＜計12食＞
消費期限：製造より60日 醤油ラー
メンは飛騨ならではの鶏ガラで、ア
ッサリ醤油スープに細打ちぢれ麺が
よく合います。昔ながらの中華そば
がお好きな方にはぜひオススメです
。◆発送：有限会社老田屋
0578-82-0043

【容量】餅3種12枚：白餅（4枚×1
袋）、あぶらえ餅（エゴマ）（4枚
×1袋）、黒豆餅（4枚×1袋）、ト
マトジュース（2本）※冷暗所で保
存。開封後は必ず10℃以下で保存し
、お早めにお召し上がりください。
消費期限：約３0日◆発送：工房
すなか 0577-65-2764
※申込期限：2020年1月26日まで

【容量】飛騨産コシヒカリ５ｋｇ（
令和元年産） 飛騨市の豊かな環境
の中で育てたお米の芳醇な香り、粘
りのある食感をお楽しみください。
ご注文いただいてから丁寧に精米い
たします。 ※2019年10月末から順
次発送、申込期限：2020年3月31日
まで◆発送：みつわ農園
0577-75-3201

【容量】キューブパズル、マジック
ファイル、消しゴム3個セット、マ
グネット 東京大学宇宙線研究所ス
ーパーカミオカンデとのコラボ商品
です。◆発送：株式会社コラジー・
ギフ 0578-83-1123

子持ちあゆなど5種の川魚の甘露煮
食べ比べセット[B0204]

令和記念 日本酒セット
元号・干支特別ラベル[B0217]

チーズを堪能！牧成舎オリジナルチ
ーズ3種のセット[B0212]

牛ホルモン味付き210g×3パック
飛騨で育った牛肉のみのこだわりホ
ルモン[B0223]

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

【容量】あゆ ぼっか煮
（２尾入×１袋）、あまごぼっか煮
（２尾入×１袋）、いわなぼっか煮
（２尾入×１袋）、虹ますぼっか煮
（２尾入×１袋）、子持あゆぼっ
か煮（１尾入×１袋）
消費期限：約120日 「ぼっか煮」
とは、川魚を一度素焼きし、長時間
かけて煮上げた甘露煮です。◆発送
：有限会社さわ 0577-63-2173

【容量】干支文字「亥」ラベル720m
l×１本、令和元年ラベル720ml×１
本 新元号「令和」のはじまりを記
念する特別セット。万葉集の美しい
響きを持つ言葉「令和」と「白真弓
」。平成の時代に感謝を寄せ、令和
の時代のはじまりを祝う特別セット
です。◆発送：蒲酒造場
0577-73-3333

【容量】フレッシュモッツァレラチ
ーズ100g×２、チーズのたまり醤油
漬け100ｇ×１、大人の素っぴんチ
ーズ200ｇ×１ 消費期限：モッツ
ァレラチーズ・チーズのたまり醤油
漬け：約９日、大人の素っぴんチー
ズ：約20日 牧成舎のチーズは、口
に入れとミルクの甘みが広がるよう
に新鮮で良質な生乳で作っています
。◆発送：有限会社
牧成舎0577-73-2226

【容量】タレ味付き牛ホルモン内臓
飛騨神岡とんちゃん
210g×3パック ※各パックごとに
入っている部位が異なりますのでご
了承ください。
消費期限：約100日 飛騨で飼育さ
れた黒毛和牛の内臓のみを使用し、
地元の味噌と醤油をベースにした特
製タレで味付けしています。◆発送
：きのえ 0578-82-6266

飛騨牛5等級牛のビーフシチュー・
ポトフ煮込み用大きめのコロコロ切
り400g[B0238]

人気の焼菓子詰め合わせ[B0249]

蓬莱・白真弓★にごり酒と飛騨ラー
メン４食付き[B0105]

日本酒 白真弓
純米吟醸［B0116］

10,000円
【容量】1セット400gを真空パック
、冷凍でお届けいたします。 消費
期限：３０日（冷凍－１８℃以下に
て保存した場合）。解凍後は２日以
内。 絶品の霜降りの恵みの素材な
ので、煮込んだ際適度にゼラチン質
を含むように、あえて大きめのコロ
コロ状に仕上げました。 ※申込期
限：2020年4月5日まで◆発送：古里
精肉店 ０５７７-７３-２０１６

21217

11,000円
【容量】焼ドーナッツ、焼菓子詰め
合わせ20個入り（季節により種類は
変わります） 消費期限：10日間※
4月～10月は冷蔵、その他の期間は
常温配送。 産卵2日以内の卵、発
酵バターを使用し、全て手作業で製
造しています。◆発送：パティスリ
ーマツキ 0577-73-2159

11,000円
【容量】蓬莱飛騨のどぶにごり酒７
２０ｍｌ×１本、白真弓とろーりに
ごり酒原酒７２０ｍｌ×１本、麺の
清水屋 中華そば(しょうゆ味)細ち
ぢれ麺２食入り×１袋、飛騨みそ味
らーめんコク旨味噌スープ！細ちぢ
れ麺 ２食入り×１袋 消費期限：
お酒：約３６０日※開栓後は早めに
お召し上がりください。ラーメン：
約６０日◆発送：後藤酒店
0577-73-2657

11,000円
【容量】白真弓 純米吟醸
1800ml×1本 消費期限：約300日
地元産の酒米「ひだほまれ」を贅沢
に使った純米吟醸。軽く冷やしてお
召し上がりください。◆発送：蒲酒
造場 0577-73-3333

岐阜県

飛騨のもちっ娘（竹）お餅２種類１
２枚 味噌２種類入り[B0252]

11,000円

飛騨市推奨特産品 古里精肉店謹製
飛騨牛の4等級以上ランクのすね
肉500gブロック[B0167]

11,000円

日本酒
白真弓と和スイーツ［B0117］

12,000円

飛騨市

日本酒「白真弓」お楽しみセット［
B0081］

12,000円

【容量】餅２袋（１袋６枚入）［白
餅１袋・草餅１袋］、えごま味噌１
箱、ほうば味噌１箱 消費期限：約
１４日※冷蔵庫にて保存をお願いし
ます。 全商品、飛騨産のものを使
用しております。飛騨の豊かな水と
大地で育ったお米で作った無添加の
お餅です。 ※申込期限：２０２０
年３月３０日まで◆発送：かみの倶
楽部もち工房 0577-57-7105

【容量】飛騨牛の4等級以上ランク
のすね肉ブロック500g 消費期限：
消費期限は約30日（冷凍-18℃以下
で保存された場合）解凍後は2日以
内。 古里精肉店が飛騨牛の4等級
以上のランクにこだわり厳選したす
ね肉です。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】白真弓
純米吟醸720ml×1、地酒羊羹 白真
弓200ｇ×2、酒粕入り味噌煎餅１１
枚×１袋、吟醸酒粕あめ50ｇ×2袋
消費期限：酒300日、羊羹360日、
味噌煎餅3か月、あめ1年(あめは高
温多湿を避けて保存してください。
) 酒や粕を原料とするお菓子を一
緒にお届けします。◆発送：蒲酒造
場 0577-73-3333

【容量】栄冠白真弓３００ｍｌ、吟
醸白真弓３００ｍｌ、純米吟醸白真
弓３００ｍｌ、特別純米白真弓３０
０ｍｌ、やんちゃ酒３００ｍｌ
各１本 消費期限：約360日 白真
弓のいろいろなタイプのお酒を飲み
比べられる小容量のセット。◆発送
：蒲酒造場 0577-73-3333

日本酒「白真弓」純米大吟醸 誉
７２０ｍｌ(木箱入り)［B0082］

＜牧成舎＞飛騨のミルクの旨みたっ
ぷりアイスクリーム
１２個セット[B0004]

金木戸屋からお送りする季節のお品
物［B0065］

奥飛騨の蔵元厳選地酒飲み比べセッ
ト6本[B0152]

12,000円

12,000円

12,000円

12,000円

【容量】純米大吟醸 ７２０ｍｌ
木箱入り １本
消費期限：約200日 飛騨産の酒造
好適米「ひだほまれ」を贅沢に磨き
醸した逸品。しっとりとした深い味
わいが特徴です。◆発送：蒲酒造場
0577-73-3333

【容量】カップアイスクリーム１２
０ml １２個（バニラ・抹茶・いち
ご・ラムレーズン各３個） 飛騨の
ミルクを濃縮し、それを独自の製法
で仕上げた、ミルクの旨みたっぷり
のアイスクリームセット。人気のバ
ニラ・抹茶・いちご・ラムレーズン
を組み合わせました。◆発送：有限
会社牧成舎 0577-73-2226

【容量】季節のお品物をお送りしま
す。その他、定番商品（笹巻羊羹5
個、満月最中6個、笹サブレ5枚）も
お送りします。 消費期限：7日※
時期、商品に応じて冷蔵発送させて
いただきます。◆発送：㈱金木戸屋
0578-82-0172

【容量】飛騨娘 原酒
300ml×2本、飛騨娘 さるぼぼ
300ml×2本、飛騨娘 生貯蔵酒
300ml×2本 地域産のお米を使い、
飛騨の美味しい水で作ったお酒です
。『飛騨娘さるぼぼ』はさっぱりと
優しく日常的に飲みやすい酒。ぬる
燗がおすすめ。食事にもよく合いま
す。◆発送：有限会社
大坪酒造店 0578-82-0008

《数量限定》奥飛騨の地酒『神代』
スーパーカミオカンデボトル
720ml×2本(化粧箱入り)[B0175]

飛騨河合吉眞（よしざね）家が贈る
素材からこだわったさくら餅
5枚入×4袋[B0236]

名入れ日本酒純米大吟醸白真弓”誉
”オリジナルラベル酒Ａ敬老の日還
暦お誕生日などに[B0234]

名入れ日本酒純米大吟醸白真弓”誉
”オリジナルラベル酒B敬老の日還
暦お誕生日などに[B0235]

12,000円
【容量】SAKE神代
スーパーカミオカンデボトル
720ml×2本(化粧箱入り) 旨味がし
っかりと口に残りながらも、すっき
りとした味わいは旨口とも言われ、
食事にもよく合う奥飛騨の地酒です
。特殊ラベルにより、ボトルはまる
でスーパーカミオカンデのタンクの
よう。贈り物にもおすすめです。◆
発送：有限会社
大坪酒造店 0578-82-0008

21217

12,000円
【容量】さくら餅5枚入り×4袋 冷
暗所で保存。開封後は必ず10℃以下
で保存し、お早めにお召し上がりく
ださい。消費期限：約２0日 春を
味わう桜のお餅。着色料も香料も使
用せず手作りの桜の塩漬けのみを使
用した、やさしい自然の味です。
※申込期限：2020年3月15日まで◆
発送：工房すなか 0577-65-2764

12,000円
【容量】白真弓純米大吟醸 誉
アルコール度16度 使用米
ひだほまれ
専用木箱付き
１、お贈り先様のお名前
２、一言メッセージ
３、贈り主さまのお名前 を必ず記
載の上、ご注文をお願い致します。
オリジナルラベルを貼り、化粧箱に
てお届けします。◆発送：蒲酒造場
0577-73-3333

12,000円
【容量】白真弓純米大吟醸誉
アルコール度16度 使用米
ひだほまれ お名前を必ず記載の上
、ご注文をお願い致します。オリジ
ナルラベルを貼り、化粧箱にてお届
けします。◆発送：蒲酒造場
0577-73-3333

岐阜県

名入れ日本酒純米大吟醸白真弓”誉
”オリジナルラベル酒C敬老の日還
暦お誕生日などに[B0237]

12,000円

《事前予約制》コシヒカリ8kg飛騨
産特別栽培米若手農家のこだわりの
お米[B0248］

飛騨市推奨特産品 古里精肉店謹製
飛騨牛のしかも4等級以上のラン
クのすね肉カット500g[B0168]

13,000円

飛騨市

自家焙煎珈琲
飛騨神岡の宇宙を味わう珈琲
3箱15パックセット[B0185]

13,000円

13,000円

【容量】白真弓純米大吟醸誉
アルコール度16度 使用米
ひだほまれ
１、一言
２、贈り先様のお名前
３、贈り主様のお名前 を必ず記載
の上、ご注文をお願い致します。オ
リジナルラベルを貼り、化粧箱にて
お届けします。◆発送：蒲酒造場
0577-73-3333

【容量】令和元年産飛騨産
特別栽培米コシヒカリ ８kg
消費期限：約2か月 炊きたてのい
いにおい、噛んでもっちり粘り気の
あるお米です。冷めてもおにぎりや
お茶漬けなどにばっちり。◆発送：
池本農園 0577‐75‐2178

【容量】飛騨市推奨特産品 飛騨牛
のしかも4等級以上のランクのすね
肉カット500g 消費期限は約30日（
冷凍-18℃以下で保存された場合）
解凍後は2日以内に消費してくださ
い。古里精肉店が飛騨牛の4等級以
上のランクにこだわり厳選したすね
肉です。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】宇宙を味わう珈琲
ドリップバック5個入り３箱セット
珈琲の(素)粒子から生まれるダー
クブラウン。澄みきった深いこくと
甘みを感じられるブレンドに仕上げ
ました。カップの中の小宇宙をあな
たに…。◆発送：自家焙煎珈琲あす
なろ 0578-82-4008

飛騨河合吉眞（よしざね）家が贈る
素材からこだわったお餅6種お楽
しみセット[B0188]

麺の清水屋
贅沢セット（２８食）［B0073］

白真弓

飛騨・日本みつばちの生蜂蜜（はち
みつ）300g
木製スプーン付き[B0176]

13,000円

14,000円

冷酒セット[B0031]

14,000円

14,000円

【容量】餅6種24枚：白餅（4枚×1
袋）、玄米餅（4枚×1袋）、栃餅（
4枚×1袋）、よもぎ餅（4枚×1袋）
、黒豆餅（4枚×1袋）、あぶらえ餅
（4枚×1袋） 冷暗所で保存。開封
後は必ず10℃以下で保存し、お早め
にお召し上がりください。消費期限
：約３0日 ※申込期限：2020年1月
26日まで◆発送：工房すなか
0577-65-2764

【容量】飛騨中華そば２食×３、飛
騨みそらーめん２食×３、飛騨にぼ
しらーめん２食×３、カレーらーめ
ん２食×２、本仕込み飛騨中華そば
２食×２、飛騨ブラックらーめん１
食×２ 消費期限：約６０日 ベス
トセラーで一番人気の飛騨中華そば
に人気の商品を詰め合わせ、２８食
分のボリュームのあるセットです。
◆発送：麺の清水屋 0578-82-0145

【容量】やんちゃ生吟醸300ml3本、
白真弓純米吟醸300ml3本、グラス2
個※やんちゃ生は要冷蔵商品となり
ます。 消費期限：120日 飛騨の
酒米「ひだほまれ」で醸した冷酒で
おいしい吟醸を2種。テーブルサイ
ズの小びんで食卓がにぎやかになり
ます。◆発送：有限会社蒲酒造場
0577-73-3333

【容量】日本蜜蜂の生蜂蜜300gと木
製スプーン 消費期限：約2年 飛
騨の広葉樹の森・大自然をベースに
日本古来の日本蜜蜂が集めた、純粋
の蜂蜜。搾ったままの生の蜂蜜です
。◆発送：ひだナカヤ農園
0577-73-2878

明治30年創業の牛乳屋の牛乳屋の飛
騨産生乳で作る ヨーグルト盛りだ
くさんセット[B0123]

飛騨中華そばおすそわけセット［B0
146］

野草茶

葛の花・芽入り 野草茶
10パック入り×4袋[B0173]

14,000円
【容量】飲むヨーグルト150ml×11
本、生クリームヨーグルト90ml×9
個、季の風ヨーグルト90ml×9個
消費期限：約12日 消費期限の短い
商品のため、受取不可の日程がござ
いましたら、事前にご連絡くださる
ようお願いいたします。◆発送：有
限会社牧成舎 0577-73-2226

21217

14,000円
【容量】飛騨中華そば2食入り×20
袋（40食） 帆布製オリジナルお買
いものバック3枚
消費期限：製造より60日 和風だし
のあっさりスープが細麺によく絡み
ます。昔ながらの中華そばがお好き
な方には絶対おすすめです。◆発送
：有限会社老田屋
ＴＥＬ0578-82-0043

15パック入り×4袋[B0172]

14,000円
【容量】15包（7g入りティーパック
）×4袋 原材料：ほうじ茶、大麦
、ハトムギ、ドクダミ、クワ、オオ
バコ、クマザサ、スギナ、クコ
消費期限：1年 自然の生命力を凝
縮したお茶です。飛騨の野草で家族
の健康。◆発送：かわい野草茶研究
グループ 0577-65-2431

14,000円
【容量】10包（7g入りティーパック
）×4袋 原材料：ほうじ茶、クズ
、大麦、ハトムギ、ドクダミ、クワ
、オオバコ、クマザサ、スギナ、ク
コ 消費期限：1年 飛騨の野草で
家族の健康。◆発送：かわい野草茶
研究グループ 0577-65-2431

岐阜県

＜牧成舎＞チーズを堪能！モッツァ
レラチーズ＆モッツァレラたっぷり
ピザ＆モッツァレラ入りソーセー…

14,000円

厳選素材の飛騨牛と鮎の佃煮・ぼっ
か煮4種セット[B0203]

14,000円

木のおもちゃ ラトル
かたつむりのつむちゃん
出産祝いに[B0245］

飛騨市

飛騨の地酒・日本酒厳選！うまい★
こだわりの純米酒好きのためのセッ
ト[B0229]

14,000円

14,000円

【容量】フレッシュモッツァレラチ
ーズ100ｇ×３個（冷蔵）、モッツ
ァレラ入りソーセージ150ｇ×１パ
ック（冷凍）、モッツァレラたっぷ
りマルゲリータピザ直径24cm×２枚
（冷凍） 消費期限：モッツァレラ
チーズ：約９日、ピザ：約80日、ソ
ーセージ：約30日◆発送：有限会社
牧成舎 0577-73-2226

【容量】子持あゆ昆布巻（210g×１
本）、飛騨牛昆布巻
（210g×１本）、飛騨牛味ざん舞（
90g×１個）、稚 鮎（
90g×１個） 消費期限：約120日
飛騨で愛されている甘露煮『ぼっか
煮』を是非お召し上がりください。
◆発送：有限会社さわ
0577-63-2173

【容量】ラトル
かたつむりのつむちゃん 当商品は
「五感を刺激する」「母と子が触れ
合えるおもちゃ」をテーマにデザイ
ンしました。飛騨市内で伐採された
ブナの木をメインに飛騨の木工職人
が作ったおもちゃです。（当商品を
ご購入の際は、注意事項がございま
すのでお問い合わせください。）◆
発送：myu-kikaku(ひだ木フト）

【容量】蓬莱 無修正の酒
純米無濾過
蔵搾り原酒720ｍｌALC17％
酒米・ひだほまれ、白真弓 酒米
ひだほまれ 純米吟醸生原酒720ｍ
ｌALC15％（要冷蔵）、麺の清水屋
中華そば醤油味2食
（常温保存可能）、麺の清水屋
本格中華そば醤油、飛騨牛の焼肉塩
こだわり塩コショウ80ｇ1袋◆発
送：有限会社後藤酒店
0577-73-2657

＜牧成舎＞自家製チーズたっぷりピ
ザ4枚セット(直径24cm)[B0009]

＜牧成舎＞飛騨のチーズ＆ソーセー
ジ＆ヨーグルトセット[B0007]

飛騨名物「朴葉味噌」 池波正太郎
が愛した料理旅館蕪水亭（ぶすいて
い）に引き継がれる”元祖朴葉み…

飛騨牛 ちょっとリッチな切り落と
し３００ｇ
飛騨市推奨特産品[B0033]

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

【容量】チーズたっぷりピザ直径24
cm、マルゲリータ・洋風トマト味・
和風山椒味×各1枚、牧成舎おまか
せセレクトピザ １枚
消費期限：約90日 自社牧場と契約
酪農家の生乳で作る、自家製のフレ
ッシュモッツァレラチーズと、オリ
ジナルの熟成チーズをたっぷりのせ
た特製ピザです。◆発送：有限会社
牧成舎 0577-73-2226

【容量】フレッシュモッツァレラチ
ーズ・チーズの溜り醤油漬け・チー
ズのわさび醤油漬け・大人の素っぴ
んチーズ・チーズ入りソーセージ×
各１、ヨーグルト ６個 消費期限
：チーズ12日、熟成チーズ30日、ヨ
ーグルト14日※消費期限の短い商品
のため、受取不可の日程がございま
したら、事前にご連絡ください。◆
発送：有限会社
牧成舎 0577-73-2226

【容量】元祖”朴葉味噌” 朴葉３
枚＋味噌３００ｇ入り×たっぷり使
える５セット！味噌計１.５ｋｇ！
消費期限：冷蔵で１ヶ月
飛騨古川の料理旅館 蕪水亭（ぶす
いてい）の女将が代々引き継いでき
た伝承の味。◆発送：料理旅館
蕪水亭 0577-73-2531

【容量】飛騨牛切り落とし 300ｇ
消費期限：冷凍保存30日 当ホテル
で取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨特
産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐれ
もの」にも認定されております。◆
発送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

飛騨牛 カレーシチュー用 飛騨の
牧場で育った熟成肉『山勇牛』30日
以上熟成［B0061］

味噌煎餅バラエティセットＡ 5種
類の味が楽しめる110枚入りのセッ
ト♪[B0016]

＜牧成舎＞アイス＆ピザ
ミルクの旨みたっぷりセット[B0006
]

《お歳暮にも》全国観光土産連盟推
奨品 飛騨牛カレーセット[B0034]

15,000円
【容量】『山勇牛』カレーシチュー
用600ｇ 消費期限：発送日含めて
冷蔵で３日・到着後冷凍保存３０日
月齢29か月以上のＡ４・Ａ５等級
黒毛和牛を３０日以上熟成させた特
別な飛騨牛『山勇牛』。その中でも
力強く肉の旨みを感じられ煮込み料
理に最も適している部位を厳選いた
しました。◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

21217

15,000円
【容量】味噌煎餅（2枚入×9袋）2
袋、生しょうが入り味噌煎餅（2枚
入り×8袋）2袋、酒粕入り味噌煎餅
（11枚）2袋、ちょこっと珈琲入り
味噌煎餅（2枚）5袋、ちょこっとえ
ごま入り味噌煎餅（2枚）5袋
消費期限：60日 国産原材料を使用
し、安全と味にこだわった自家製味
噌煎餅です。◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

15,000円
【容量】カップアイスクリーム（12
0ｍｌ、バニラ・抹茶・いちご）各3
個、チーズたっぷり冷凍ミニピザ（
直径19㎝、マルゲリータ・和風山椒
味）各１枚
消費期限：冷凍ミニピザ90日 治30
年（1897）に創業した飛騨の牛乳屋
「牧成舎」のアイスクリームとピザ
のセット。◆発送：有限会社牧成舎
0577-73-2226

15,000円
【容量】飛騨牛カレー（210g）4個
セット 消費期限：6か月当ホテル
は、飛騨牛販売指定店307号及び飛
騨牛料理指定店5267号の両方の認定
をうけた飛騨で唯一の専門店です。
また、当ホテルで扱う飛騨牛は、「
飛騨市推奨特産品」にも認定されて
おります。◆発送：飛騨古川スペラ
ンツァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

岐阜県

＜牧成舎＞自家製チーズたっぷりミ
ニピザ５枚セット(直径19cm)[B0005
]

15,000円

日本そばそば蕎麦乾麺200g×6袋そ
ばつゆ6袋飛騨奥飛騨朴念そば[B001
2]

プチプチ食感がクセになる！ちょこ
っとえごま入り味噌煎餅
24袋48枚入り[B0017]

15,000円

15,000円

飛騨市

ちょこっとシリーズ味噌煎餅セット
人気の味噌スイーツ2種類の味が
合計54枚楽しめるセット[B0018]

15,000円

【容量】チーズたっぷりピザ直径19
cm（マルゲリータ・和風山椒味×各
2）、牧成舎おまかせセレクトピザ
１枚 消費期限：約90日 定番人気
の「マルゲリータ」・たまり醤油ベ
ースに山椒の爽やかな香りが特徴の
「和風山椒味」の組合せ◆発送：有
限会社 牧成舎 0577-73-2226

【容量】そば乾麺（200g）６袋、そ
ばつゆ（25ml）６袋のセット
専用化粧箱入 消費期限180日 ※
１１月以降順次発送致します。◆発
送：奥飛騨朴念そばの会
080‐2669‐1818

【容量】ちょこっとえごま入り味噌
煎餅（2枚入×24袋）
消費期限：60日 一粒一粒丁寧に選
別した飛騨産の上質な「えごま」を
たっぷりとトッピングした味噌煎餅
です。◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

【容量】ちょこっと珈琲入り味噌煎
餅（2枚入×18袋）、ちょこっとえ
ごま入り味噌煎餅（2枚入×9袋）
消費期限：６０日 自家焙煎珈琲あ
すなろの「珈琲入りの味噌煎餅」と
、上質な飛騨産えごまを一粒一粒選
別した「えごま入り味噌煎餅」。和
洋折衷の味噌煎餅です。◆発送：有
限会社 井之廣製菓舗
0577‐73‐2302

珈琲ブレイクセット コーヒー入り
味噌煎餅36枚とドリップコーヒー9
袋のセット[B0019]

味噌煎餅 二段重ね箱 66袋、ボッ
クス入りなのでお中元・お歳暮など
の贈答用にも[B0020]

着物で飛騨古川の町歩き♪
1人分チケット［B0078］

飛騨牛肉カレー味比べ４種類４食＆
飛騨牛ラーメン６食セット［B0069
］

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

【容量】ちょこっと珈琲入り味噌煎
餅（２枚入×１８袋）、自家焙煎珈
琲あすなろのドリップコーヒー（９
袋） 消費期限：６０日 明治４１
年（１９０８）創業・味噌煎餅本舗
井之廣と自家焙煎珈琲あすなろのコ
ラボ商品。２店舗から生まれた新し
い飛騨の味です。◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

【容量】味噌煎餅（２枚入×３３袋
）、生しょうが入り味噌煎餅（２枚
入×３３袋） 消費期限：９０日
明治41（1908）創業。国産原材料を
使用し、安全と味にこだわった自家
製味噌煎餅です。◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

【容量】季節に合わせて取り揃えて
ある着物の中からお好きなものをお
選びください。男女ともに小物から
下駄まで一式ご用意しており、着付
けまで致します。朝10時から受付開
始です。17時までのご都合に合わせ
たお好きな時間にご利用頂けます。
簡単なヘアセットは無料で致します
。◆染と呉服大洞 0577-73-2209

【容量】熟成飛騨牛ビーフカレー２
４０ｇ×１食、最高ランク５等級使
用飛騨牛カレー２００ｇ×１食、飛
騨牛 男の黒カレー２００ｇ×１食
、飛騨牛 女のカレー２００ｇ×１
食、飛騨牛らーめん２食入×３袋
消費期限：カレー３６０日、ラーメ
ン６０日◆発送：飛騨古川
さくら物産館 0577‐73‐7770

飛騨えごま油＆飛騨えごまドレッシ
ングセット［B0071］

飛騨牛味くらべセットA
４種類５食セット［B0072］

＜牧成舎＞飛騨の手焼き最中アイス
詰合せ(定番サイズ8個・ミニサイズ
4個セット)[B0008]

1pointCoffeedripstand
胡桃材＆真鍮製のスタンド［B0022
］

15,000円
【容量】飛騨えごま油 １１４ｇ×
１本、飛騨えごまドレッシング（和
風醤油、クリーミー）２００ｍｌ各
１本 消費期限：飛騨えごま油 ３
００日、飛騨えごまドレッシング（
和風醤油、クリーミー） １５０日
飛騨地方の伝統食材、「飛騨えご
ま」を１００％使用。◆発送：飛騨
古川 さくら物産館
0577‐73‐7770

21217

15,000円
【容量】熟成飛騨牛ビーフカレー２
４０ｇ×１食、最高ランク５等級使
用飛騨牛カレー２００ｇ×２食、飛
騨牛 男の黒カレー２００ｇ×１食
、飛騨牛女のカレー
２００ｇ×１食 消費期限：約３６
０日◆発送：飛騨古川
さくら物産館 0577‐73‐7770

15,000円
【容量】もなかアイス130ml×8個、
ミニもなかアイス60ml×4個 飛騨
のミルクを濃縮した、濃縮乳をベー
スに作るミルクの旨みたっぷりのア
イスクリームを、自家製の手焼き最
中の皮で包んだ最中アイス。◆発送
：有限会社 牧成舎 0577-73-2226

15,000円
【容量】ドリップスタンド（１穴）
×１台 材料：胡桃（くるみ）
サイズ（㎜）：W200×H190×D140
台の下（㎜）：H175 ドリップ穴の
直径：65仕上げ方法：OIL仕上げ
※天然木を使用しておりますので、
お届けする商品ひとつひとつ木目や
色味が異なります。あらかじめご了
承ください。◆発送：飛騨職人生活
0577‐73‐7703

岐阜県

飛騨市河合町からお届けする 飛騨
産＆国産の山菜よりどり豪華セット
[B0129]

15,000円

飛騨の地酒2本と飛騨産山菜3品セッ
ト[B0130]

15,000円

特上味噌煎餅詰め合わせ[B0088]

15,000円

飛騨市

奥飛騨原水５００ｍｌ×２４本[B01
24]

15,000円

【容量】えのき茶漬、なんばん佃煮
、なめこ茶漬、ふき、ふきのとう、
味しめじ、なつめ缶、味付ひめ竹缶
各1本 要費期限：約1年間 良質か
つ安心な飛騨産・国産の山菜と、雪
深い天生山麓の雪解け水を使用し、
徹底した衛生管理のもと、自社工場
で加工しています。◆発送：株式会
社飛騨ゆい 飛騨かわいやまさち工
房0577-65-2069

【容量】純米吟醸蓬莱720ｍｌ×1
やんちゃ酒720ｍｌ×1
山ぶき、なんばん、本しめじ
各1本 消費期限：約1年間 飛騨古
川の老舗蔵元「渡辺酒造店」と「蒲
酒造場」のお酒を飲み比べ。そして
、お酒の肴にぴったりの山菜をセッ
トにしました。◆発送：株式会社飛
騨ゆい 飛騨かわいやまさち工房
0577-65-2069

【容量】味噌煎餅（2枚入×12袋）
、生しょうが入り味噌煎餅（2枚入
り×12袋）、酒粕入り味噌煎餅（2
枚入り×6袋）、ちょこっと珈琲入
り味噌煎餅（2枚×6袋）、ちょこっ
とえごま入り味噌煎餅（2枚×6袋）
、グラノーラ入り味噌煎餅（1枚×6
袋）
消費期限：60日◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

【容量】奥飛騨原水５００ｍｌ×２
４本 飛騨山中に降り渡る雪や雨が
地中深くしみ込み、日本最古の飛騨
変成岩から成る地層と悠久の時をか
け、標高1200mの高原にて湧出した
身体にも心にも優しい、弱アルカリ
性天然水です。◆発送：株式会社コ
ラジー・ギフ 0578-83-1123

《事前予約制》新米飛騨産特別栽培
米『いのちの壱』5kg［B0126］

《事前予約制》冬季限定 奥飛騨の
地酒≪新酒≫にごり酒と≪吟醸≫上
澄720ml×2本[B0153]

飛騨市推奨特産品 古里精肉店謹製
古里精肉店が厳選しカットした岐
阜県産黒毛和牛のテール[B0169]

≪ギフトラッピング付き≫木のおも
ちゃ ラトル ギフト 出産祝い
かたつむりのつむちゃん [B0228］

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

【容量】飛騨産いのちの壱 5kg（
平成30年産新米）＋飛騨の漬物「め
しどろぼ漬」１袋※精米について品
種の特性上９分つきとなっています
。 「いのちの壱」は、平成12年（
2000年）に飛騨で栽培が始まった新
品種です。大粒（コシヒカリの1.5
倍）で香りが良く、粘りと弾力にに
優れています。※令和元年10月中旬
より順次発送◆発送：クオリティ飛
騨 0577-75-2455

【容量】新酒しぼりたてにごり酒
冬ごもり720ml、吟醸酒
神代上澄720ml ご入金確認後、令
和元年12月中旬より順次発送。 『
新酒しぼりたてにごり酒冬ごもり』
は冬限定のしっかりとした味わい。
『吟醸酒 神代上澄』はフルーティ
で薫り高い吟醸酒です。※申込期限
：2020年3月20日まで◆発送：有限
会社大坪酒造店 0578-82-0008

【容量】岐阜県産黒毛和牛のテール
一頭分約1kg 消費期限は約30日（
冷凍-18℃以下で保存された場合）
解凍後は2日以内に消費してくださ
い。 一頭の牛から1本しか取れな
いため入手困難な煮込み料理マニア
垂涎の食材です。古里精肉店謹製の
飛騨牛は飛騨市推奨特産品に認定さ
れています。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】ラトル かたつむりのつむ
ちゃん※当商品のラッピング付ギフ
ト用です。 当商品は「五感を刺激
する」「母と子が触れ合えるおもち
ゃ」をテーマにデザインしました。
飛騨市内で伐採されたブナの木をメ
インに飛騨の木工職人が作ったおも
ちゃです。 （当商品をご購入の際
は、注意事項がございますのでお問
い合わせください。）◆発送：myukikaku(ひだ木フト）

令和元年産 新米
飛騨コシヒカリ10kg[B0253]

日本酒 蓬莱・白真弓★受賞酒
１８００ｍｌ×２本
冷でも熱燗でも[B0246]

飛騨のお試しセット[B0102]

奥飛騨の蔵元厳選地酒飲み比べとシ
メの飛騨ラーメンセット[B0250]

15,000円
【容量】令和元年産 新米
飛騨コシヒカリ10kg
消費期限：約30日 標準的な栽培方
法に対して、農薬は半分以下、化学
肥料は３割減で育てた、安心、安全
なお米です。当園では鮮度を保つた
めモミのまま保存し、ご注文を頂い
てから精米をしてお届けします。※
11月1日以降、ご入金確認後順次発
送致。◆発送：福永農園
0578-82-1047

21217

16,000円
【容量】蓬莱 小町桜 古川祭ラベ
ル１８００ｍｌ×１本、白真弓
特別純米酒 １８００ｍｌ×１本
消費期限：約３６０日※開栓後は早
めにお召し上がりください。 長い
冬を越え熟成されたお酒をご賞味く
ださい。◆発送：後藤酒店
0577-73-2657

16,000円
【容量】蓬莱
あまざけ(ノンアルコール)
９００ｍｌ×１本、蓬莱 禁断の大
吟醸ケーキ４００ｇ、白真弓
地酒ようかん(ノンアルコール)
２２０ｇ、白真弓 ひだの梅だより
３００ｍｌ(アルコール１３％)、
麺の清水屋 飛騨中華そば２食入り
、飛騨みそ味らーめん２食入り、本
仕込み飛騨中華そば２食入り◆発送
：後藤酒店 0577-73-2657

16,000円
【容量】飛騨娘
原酒300ml×2本、飛騨娘
さるぼぼ300ml×2本、飛騨娘
生貯蔵酒300ml×2本、飛騨中華そば
2人前×2袋、にぼしらーめん2人
前×2袋 それぞれ個性のある地酒
が楽しめる飲み比べセットです。◆
発送：有限会社
大坪酒造店 0578-82-0008

岐阜県

「白真弓」スパークリング
Ｊａｎｐａｎ[B0032]

囲炉裏の宿飛騨ともえホテル
ペア食事券［B0024］

17,000円

17,000円

金木戸屋からお贈りする季節のお品
物［B0066］

17,000円

飛騨市

飛騨の酒とおいしい酒の友［B0115
］

17,000円

【容量】白真弓のスパークリング清
酒「Janpan」を2本セットでお届け
いたします。 消費期限：300日
優しい甘みときりっとした酸が織り
なす爽やかな味わいは、アジアやヨ
ーロッパでも認められています。◆
発送：有限会社蒲酒造場
0577-73-3333

【容量】郷土料理「在郷料理」をメ
インにした定食。 ３０種類の食材
を一度に堪能できる飛騨の郷土料理
「在郷（ざいご）料理」がメインの
和定食を、囲炉裏端のお席にてお楽
しみいただけます。◆発送：飛騨と
もえホテル 0577‐73‐2056

【容量】季節のお品物をお送りしま
す。その他、定番商品（笹巻羊羹5
個、満月最中6個、笹サブレ5枚）も
お送りします。 消費期限：7日※
時期、商品に応じて冷蔵発送させて
いただきます。◆発送：㈱金木戸屋
0578-82-0172

【容量】白真弓
特別純米720ｍｌ×1、白真弓 栄冠
720ｍｌ×1、やんちゃ酒720ｍｌ×1
、サワ養魚場飛騨牛しぐれ煮120ｇ
×1、麺の清水屋 飛騨中華そば２
食×1、飛騨かわい特産加工
えのき茸２００g×1 消費期限：酒
300日、飛騨牛しぐれ150日、中華そ
ば60日、えのき茸1年◆発送：蒲酒
造場 0577-73-3333

飛騨産の広葉樹で作った宝石箱(白
木、オイル仕上げ)［B0023］

飛騨牛と子持あゆの豪華な甘露煮5
種詰め合わせ[B0205]

朝食プレート飛騨の木から生まれた
森を守るお皿（プレーン）[B0243]

日本酒
大吟醸・純米吟醸セット［B0118］

17,000円

17,000円

17,000円

18,000円

【容量】木製の宝石箱。大きさは形
により異なりますが、約100×100×
47(mm)です。飛騨産の無垢の広葉樹
(主にナラ)を使用し、「四方蟻接ぎ
」という技法で、本体と蓋をつない
だ一見パズルのような宝石箱です。
◆発送：家具工房 くくのち
0577-73-3192

【容量】飛騨牛昆布巻 （210ｇ×1
本）、子持あゆ昆布巻（220ｇ×1本
）、子持あゆ（小）（50ｇ×2尾）
、飛騨牛味ざん舞（90ｇ×1個）、
稚鮎（90ｇ×1個）
消費期限：約120日 素材の旨味を
大切にした佃煮のセット。◆発送：
有限会社さわ 0577-63-2173

【容量】飛騨の広葉樹から生まれた
木製の朝食プレート プレーン1枚
（直径21㎝）※1点1点違うものにな
ります。写真と現物が色味など少し
異なる場合がありますのでご承知お
きください。飛騨市内で伐採された
木で飛騨の木工職人が作った手作り
のお皿。◆発送：myukikaku（ひだ木フト）

【容量】白真弓 大吟醸720ml×1、
白真弓純米吟醸720ml×1
消費期限：約300日 「山田錦」と
「ひだほまれ」と米は違えど、それ
ぞれの良さを贅沢に引き出した最上
の逸品をそろえました。◆発送：蒲
酒造場 0577-73-3333

飛騨のもちっ娘（松）お餅４種類３
６枚 味噌２種類入り[B0251]

肉や野菜が美味しく焼ける！飛騨溶
岩プレート「美味焼」【楽】[B0156
]

《事前予約制》新米 特別栽培米コ
シヒカリ10kg若手農家のこだわりの
お米［B0241］

新米コシヒカリ10kg金賞受賞農家の
飛騨産コシヒカリ［B0227］

18,000円
【容量】餅６袋（１袋６枚入）［白
餅２袋・草餅２袋・豆餅１袋・えご
ま餅１袋］、えごま味噌１箱、ほう
ば味噌１箱
消費期限：冷蔵保存約１４日間 大
地で育ったお米で作った無添加のお
餅です。 ※申込期限：２０２０年
３月３１日まで◆発送：かみの倶楽
部もち工房 0577-57-7105

21217

18,000円
【容量】飛騨溶岩プレート「美味焼
」【楽】［製作地：飛騨市］
原材料：溶岩石
サイズ：約25cm×25cm×厚み2cm
重さ：約3kg（個体差あり）※飛騨
溶岩石を四角く切っただけのもの。
加工なし。取扱説明書
1枚◆発送：(有)砂原石材
0577-75-2522

19,000円
【容量】飛騨産
特別栽培米コシヒカリ １０kg
消費期限：約2か月 栽培暦にもと
づき農薬・化学肥料を抑えた、体に
も環境にも安心安全なお米です。※
10月から12月にかけて順次発送いた
します。◆発送：池本農園
0577‐75‐2178

19,000円
【容量】飛騨産コシヒカリ10ｋｇ（
令和元年度米） 飛騨市の豊かな環
境の中で育てたお米の芳醇な香り、
粘りのある食感をお楽しみください
。ご注文いただいてから丁寧に精米
いたします。※2019年10月末から順
次発送◆発送：みつわ農園
0577-75-3201

朝食プレート飛騨の木から生まれた
森を守るお皿（ストライプ）[B0220
]

19,000円

飛騨牛 バーベキュー・焼肉に
焼肉霜降り肩ロース３００ｇ[C0004
]

20,000円

飛騨牛
しゃぶしゃぶ肩ロース３００ｇ
飛騨市推奨特産品 [C0005]

20,000円

岐阜県

飛騨市

飛騨牛 サーロインステーキ
飛騨市推奨特産品 [C0008]

１枚

20,000円

【容量】飛騨の広葉樹から生まれた
木製の朝食プレート ストライプ1
枚（直径21㎝）※1点1点違うものに
なります。写真と現物が色味など少
し異なる場合がありますのでご承知
おきください。飛騨市内で伐採され
た木で飛騨の木工職人が作った手作
りのお皿。◆発送：myukikaku（ひだ木フト）

【容量】飛騨牛肩ロース ３００ｇ
消費期限：冷凍保存３０日 当ホテ
ルで取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨
特産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐ
れもの」にも認定されております。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

【容量】飛騨牛肩ロース ３００ｇ
消費期限：冷凍保存30日 当ホテル
で取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨特
産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐれ
もの」にも認定されております。◆
発送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

【容量】飛騨牛サーロインステーキ
１枚（２００ｇ）
消費期限：冷凍保存３０日 当ホテ
ルで取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨
特産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐ
れもの」にも認定されております。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

飛騨牛 すき焼き肩ロース３００ｇ
飛騨市推奨特産品
飛騨牛"極"[C0006]

贅沢飛騨牛グルメ 飛騨牛ビーフカ
レー＆飛騨牛しぐれ煮セットＡ
飛騨市推奨特産品[C0009]

贅沢飛騨牛グルメ 飛騨牛ビーフカ
レー＆飛騨牛しぐれ煮セットＢ[C00
10]

＜牧成舎・ふるさと納税限定＞飛騨
のチーズたっぷりピザ贅沢セット[C
0002]

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

【容量】飛騨牛肩ロース ３００ｇ
消費期限：冷凍保存30日 当ホテル
で取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨特
産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐれ
もの」にも認定されております。◆
発送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

【容量】飛騨牛ビーフカレー マイ
ルドタイプ（レトルト２１０ｇ）３
箱、飛騨牛１００％しぐれ煮（１５
０ｇ）１箱 消費期限：常温保存６
０日◆発送：飛騨古川スペランツァ
ホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

【容量】飛騨牛ビーフカレー スパ
イシータイプ（レトルト２１０ｇ）
３個、飛騨牛１００％しぐれ煮（１
５０ｇ）１箱 消費期限：常温保存
６０日◆発送：飛騨古川スペランツ
ァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

【容量】《味はおまかせ。季節限定
品などと一緒にお届けします》チー
ズたっぷりピザ（直径２４センチ）
２枚、チーズたっぷりピザ（直径１
９センチ）４枚、牧成舎おまかせセ
レクトピザ１枚 消費期限：９０日
飛騨産生乳１００％で作った、自家
製チーズをたっぷりのせた特製ピザ
。◆発送：有限会社牧成舎0577-732226

＜牧成舎・ふるさと納税限定＞飛騨
のアイスクリーム贅沢セット[C0001
]

飛騨牛 牛串 10本
熟成肉『山勇牛』［C0014］

飛騨牛中落ちカルビ切落し７００ｇ
［C0016］

飛騨牛うですき焼き・しゃぶしゃぶ
用６００ｇ［C0017］

20,000円
【容量】《内容はおまかせ。季節限
定品なども一緒にお届け》最中アイ
ス １３０ｍｌ×８、カップアイス
×１２、アイスクリーム１０００ｍ
ｌ×１ 飛騨のミルクを濃縮し、そ
れを独自の製法で仕上げた、ミルク
の旨みたっぷりのアイスクリーム。
◆発送：有限会社牧成舎
0577-73-2226

21217

20,000円
【容量】「山勇牛」牛串10本＋当店
オリジナル熟成飛騨牛カレー1箱も
しくは牛すじ煮込み1箱をセットで
お送りします。
消費期限：商品発送日含め3日 到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

20,000円
【容量】飛騨牛中落ちカルビ切落し
７００ｇ 消費期限：発送日含め冷
蔵３日・到着後冷凍保存３０日 黒
毛和牛一筋、創業五十年の歴史が伝
える真心と技をどうぞご堪能くださ
いませ。◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

20,000円
【容量】飛騨牛うですき焼き・しゃ
ぶしゃぶ用６００ｇ 消費期限：発
送日含め冷蔵３日・到着後冷凍保存
３０日◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

岐阜県

飛騨牛上カルビ焼肉用６００ｇ［C0
018］

令和初しぼり 搾ったままの生はち
みつ２００ｇ×４本[C0013]

20,000円

20,000円

飛騨牛 サーロインステーキ ミニ
２枚 飛騨市推奨特産品 [C0007]

20,000円

飛騨市

日本そばそば蕎麦乾麺200g×7袋そ
ばつゆ14袋飛騨奥飛騨朴念そば[C00
03]

20,000円

【容量】飛騨牛上カルビ焼肉用６０
０ｇ
消費期限：発送日含め冷蔵
３日・到着後冷凍保存３０日◆発送
：山勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】搾ったままの生はちみつ
百花はちみつ２００ｇ×４本
消費期限：３００日以上 飛騨市産
の、搾った後ろ過しただけのはちみ
つを瓶詰めしました。健康が気にな
る方にもオススメです。◆発送：株
式会社飛騨企画販売 0577-57-9111

【容量】飛騨牛サーロインミニサイ
ズ２枚（２００ｇ）
消費期限：冷凍保存３０日 当ホテ
ルで取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨
特産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐ
れもの」にも認定されております。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

【容量】そば乾麺（200g）７袋、そ
ばつゆ（25ml）１４袋のセット
専用化粧箱入 賞味期限：180日
農水省が東海北陸６県で初の「そば
品種登録」に認定、国交省が中部９
県の観光資源「昇龍道春夏秋冬百選
」に認定の「奥飛騨朴念（ぼくねん
）そば」が粋のお相手をします。◆
発送：奥飛騨朴念そばの会
080‐2669‐1818

蓬莱太鼓判セット 厳選日本酒１８
００ml×３本［C0024］

飛騨牛の極旨カレー
２食入り×４箱[C0012]

熟成ビーフカレー５食＆飛騨牛ラー
メン６食セット［C0023］

《お歳暮にも》直営ホテルオリジナ
ル商品
飛騨牛ハンバーグセット[C0011]

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

【容量】上撰蓬莱 １８００ml×１
本、天才杜氏の入魂酒
１８００ml×１本、小町桜
１８００ml×１本 蓬莱の蔵元が厳
選した毎日の晩酌が楽しくなる３本
セット。◆発送：有限会社渡辺酒造
店 0577-73-2347

【容量】飛騨牛の極旨カレー１箱２
食入り×４箱(８食)
消費期限：１８０日以上 飛騨牛と
飛騨豚のキーマカレー。飛騨牛と飛
騨豚のひき肉を使い旨みをアップさ
せました。レトルトカレーでは珍し
い５種類の野菜入り！◆発送：株式
会社飛騨企画販売 0577-57-9111

【容量】熟成飛騨牛ビーフカレー
２４０ｇ×５箱、飛騨牛らーめん
２食入×３袋
消費期限：カレー：３６０日
ラーメン：６０日◆発送：飛騨古川
さくら物産館 0577‐73‐7770

【容量】飛騨牛100％
極Kiwamiハンバーグ（150g）6個
※消費期限は冷凍保存で30日。
消費期限：冷凍保存で30日 飛騨牛
を100％使用した当店オリジナルの
ハンバーグセット（生タイプ・冷凍
）。焼いてお召し上がりいただくか
、煮込んでお召し上がりください。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

朝食プレート飛騨の木から生まれた
森を守るお皿（リング）[B0219]

牛ホルモン味付き550g×3パック
飛騨で育った牛肉のみのこだわりホ
ルモン[C0047]

大きなお肉のビーフシチューと極旨
飛騨牛カレーのセット飛騨牛飛騨豚
黒毛和牛和牛使用[C0051]

《事前予約制》飛騨のミネアサヒ米
・新米10kg[C0052]

20,000円
【容量】飛騨の広葉樹から生まれた
木製の朝食プレート リング 1枚
（直径21㎝）※1点1点違うものにな
ります。写真と現物が色味など少し
異なる場合がありますのでご承知お
きください。飛騨市内で伐採された
木で飛騨の木工職人が作った手作り
のお皿。◆発送：myukikaku（ひだ木フト）

21217

20,000円
【容量】タレ味付き内臓”飛騨神岡
とんちゃん” 550g×3パック ※
各パックごとに入っている部位が異
なりますのでご了承ください。
消費期限：約100日 飛騨で飼育さ
れた黒毛和牛の内臓のみを使用し、
地元の味噌と醤油をベースにした特
製タレで味付けしています。◆発送
：きのえ 0578-82-6266

20,000円
【容量】大きなお肉のビーフシチュ
ー430g×２缶 約５人前、極旨カレ
ー２食入り×２箱 ４食 消費期限
：300日以上※直射日光は避け、常
温で保存。調理後は冷蔵庫で保存し
、早めにお召し上がり下さい。◆発
送：飛騨企画販売 0577-57-9111

20,000円
【容量】飛騨のミネアサヒ(10kg)
消費期限：約1ヶ月
美味しいうちに食べてください。
大粒のお米が流行っていますが、納
豆と同じように、大粒派、小粒派が
いるはず。そんな時代に逆行した小
粒派のための小さなお米です。◆発
送：水村農園
※申込期限：2020年3月6日まで

岐阜県

蓬莱・白真弓★受賞酒３００ｍｌ×
８本と飛騨ラーメン１０食付き[C00
53]

21,000円

肉や野菜が美味しく焼ける！飛騨溶
岩プレート「美味焼」【優】[C0056
]

21,000円

飛騨の地酒３蔵
日本酒６本飲み比べセット
（飛騨中華そば４食入り）[C0054]

22,000円

飛騨市

大きなお肉のビーフシチュー国産和
牛黒毛和牛牛肉シチュー430g×4缶[
C0050]

22,000円

【容量】蓬莱・白真弓・受賞酒３０
０ｍｌ×８本、飛騨ラーメン１０食
（蓬莱吟醸、白真弓吟醸、蓬莱純米
吟醸、白真弓純米吟醸、蓬莱吟造り
生貯蔵、白真弓特別純米、蓬莱本醸
造、白真弓本醸造やんちゃ酒、麺の
清水屋中華そば(しょうゆ味)、飛騨
みそらーめん、本仕込み飛騨中華そ
ば(しょうゆ味)◆発送：後藤酒店
0577-73-2657

【容量】飛騨溶岩プレート「美味焼
」【優】［製作地：飛騨市］
原材料：溶岩石
サイズ：約25cm×25cm×厚み2cm
重さ：約3kg（個体差あり） ※四
角く切った溶岩プレートの縁に溝を
入れたものです。油がプレートの外
に流れ落ちるのを防ぎます。
・取扱説明書
1枚◆発送：(有)砂原石材
0577-75-2522

【容量】・蓬莱上撰720ｍｌ
・蓬莱小町桜古川祭ラベル720ｍｌ
・白真弓上撰720ｍｌ ・白真弓飛
騨乃やんちゃ酒本醸造720ｍｌ
・飛騨娘上撰720ｍｌ
・神代辛口上撰720ｍｌ
・麺の清水屋中華そば醤油味4食分
消費期限：日本酒 約360日
ラーメン 約50日◆発送：後藤酒店
0577-73-2657

【容量】大きなお肉のビーフシチュ
ー430g×４缶 約１０人前 消費期
限：300日以上※直射日光は避け、
常温で保存。調理後は冷蔵庫で保存
し、早めにお召し上がり下さい 選
した国産黒毛和牛のみを使用。１缶
で２～３人前。ボリュームのある量
です。◆発送：飛騨企画販売
0577-57-9111

飛騨牛リブロインステーキ4等級2枚
で計400g 飛騨市推奨特産品
古里精肉店謹製[C0030]

金木戸屋“山の香りふるさとの味”
お菓子 鯰画房”福来雀”張り子セ
ット［C0021］

金木戸屋”山の香りふるさとの味”
お菓子 鯰画房”金魚”張り子セッ
ト［C0022］

肉や野菜が美味しく焼ける！飛騨溶
岩プレート「美味焼」【彩】[C0057
]

27,000円

27,000円

27,000円

27,000円

【容量】飛騨牛《上級ランク》4等
級リブロインステーキ2枚で合計約4
00g 消費期限：30日（冷凍-18℃以
下で保存された場合）解凍後は2日
以内。 霜降り好きには申し分ない
サシが入っています。通の旨みをご
堪能ください。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】笹巻羊羹 5個入、満月最
中6個入、笹サブレ5枚入、福来雀張
り子 消費期限：7日(菓子)※張り
子につきまして、在庫のない場合は
お申込から1か月～3か月掛かります
。 金木戸屋のお菓子とともに、お
祝いなどの贈り物としていかがでし
ょうか。◆発送：株式会社金木戸屋
0578‐82‐0172

【容量】笹巻羊羹 5個入、満月最
中6個入、笹サブレ5枚入、金魚張り
子 消費期限：7日(菓子)※張り子
につきまして、在庫のない場合は、
お申込みから1か月～3か月程掛かり
ます。 金木戸屋のお菓子とともに
、お祝いなどの贈り物としてもいか
がでしょうか。◆発送：株式会社金
木戸屋 0578‐82‐0172

【容量】飛騨溶岩プレート「美味焼
」【彩】［製作地：飛騨市］
原材料：溶岩石
サイズ：約25cm×25cm×厚み2cm
重さ：約3kg（個体差あり） ※四
角く切った溶岩プレートの周りが彫
り込まれ、中央部分が盛り上がった
ものです。 ・取扱説明書
1枚◆発送：(有)砂原石材
0577-75-2522

飛騨牛5等級もも肉レア部位ランプ
焼肉用300ｇ飛騨市推奨特産品古里
精肉店[C0043]

《事前予約制》冬季限定 奥飛騨の
地酒≪新酒≫にごり酒と≪吟醸≫上
澄1.8リットル×2本[C0035]

飛騨牛5等級もも肉レア部位心芯の
焼肉用300g飛騨市推奨特産品古里精
肉店謹製[C0044]

酒蔵女将のお夜食〆ラーメン［C003
4］

27,000円
【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク 5等級飛騨牛のもも肉のレア
部位『ランプ』の焼肉用約300g 消
費期限：３０日（冷凍－１８℃以下
にて保存した場合）。解凍後は２日
以内。 希少で人気のもも肉ランプ
の焼肉をご堪能ください。◆発送：
古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

21217

28,000円
【容量】新酒しぼりたてにごり酒
冬ごもり1800ml、吟醸酒
神代上澄1800ml 『新酒しぼりたて
にごり酒』は冬限定のしっかりとし
た味わい。『吟醸酒 神代上澄』は
フルーティで薫り高い吟醸酒で、特
別な時間におすすめの酒です。※令
和元年12月中旬より順次発送、申込
期限：2020年3月20日まで◆発送：
大坪酒造店 0578-82-0008

28,000円
【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク5等級飛騨牛のもも肉のレア部
位『心芯』の焼肉用300gをお届け。
３０日（冷凍－１８℃以下にて保
存した場合）。解凍後は２日以内。
発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

29,000円
【容量】酒蔵女将のお夜食〆ラーメ
ン４食化粧箱入×１０箱（４０食分
） 消費期限：製造より60日 「蓬
莱」で有名な、飛騨の老舗酒造「渡
辺酒造店」と、飛騨の老舗製麺屋「
老田屋」とのコラボ商品。◆発送：
有限会社老田屋
0578‐82‐0043

岐阜県

飛騨牛 ５等級 ランプステーキ
２枚 飛騨市推奨特産品
古里精肉店[C0042]

29,000円

飛騨牛5等級もも肉レア部位イチボ
焼肉用300ｇ飛騨市推奨特産品古里
精肉店[C0045]

29,000円

牛肉飛騨牛 すきやき肉 すき焼き
飛騨市推奨特産品 [D0017]

30,000円

飛騨市

飛騨牛カレー 熟成肉
１０食セット［D0034］

30,000円

【容量】最高ランク5等級飛騨牛の
もも肉のレア部位『ランプ』のステ
ーキ2枚で約300g ３０日（冷凍－
１８℃以下にて保存した場合）。解
凍後は２日以内。赤身で肉質は弾力
があり、もも肉本来の濃厚な旨みを
持つ赤身好きの方にはたまらないも
も肉です。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク5等級飛騨牛のもも肉のレア部
位『イチボ』の焼肉用約300g 消費
期限：３０日（冷凍－１８℃以下に
て保存した場合）。解凍後は２日以
内。ロースに引けをとらないもも肉
の霜降り肉をご堪能ください。◆発
送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】飛騨牛肩ロース500ｇ
消費期限：発送日含め30日(冷凍)
当ホテルで扱う飛騨牛は、「飛騨
市推奨特産品」にも認定されており
ます。◆発送：飛騨古川スペランツ
ァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

【容量】熟成飛騨牛ビーフカレー（
岐阜県飛騨市産牛肉使用）
２４０ｇ×１０箱
消費期限：約３６０日 コクがあり
大人なカレーで、使用している飛騨
牛は月齢29か月以上の雌牛の中でも
A4・A5ランクのみを、さらに45～60
日間熟成させた特別な飛騨牛です。
◆発送：飛騨古川さくら物産館
0577-73-7770

牛肉 飛騨牛 ステーキ 赤身
３枚 飛騨の牧場で育った『山勇牛
』３０日以上熟成［D0026］

牛肉 飛騨牛 焼肉 ミックス 50
0g飛騨の牧場で育った『山勇牛』［
D0025］

飛騨牛しゃぶしゃぶ飛騨市推奨特産
品[D0016]

飛騨牛 切り落とし 切落し 600
ｇ飛騨の牧場で育った熟成肉『山勇
牛』［D0027］

30,000円

30,000円

30,000円

30,000円

【容量】「山勇牛」の赤身ステーキ
120ｇ×３枚＋当店オリジナル熟
成飛騨牛カレー1箱もしくは牛すじ
煮込み1箱をセットでお送りします
。 ３０日以上熟成させた特別な飛
騨牛「山勇牛」の赤身ステーキ。
消費期限：約３日
冷凍保存３０日◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

【容量】「山勇牛」焼肉用ミックス
500ｇ＋当店オリジナル熟成飛騨牛
カレー1箱もしくは牛すじ煮込み1箱
をセットでお送りします。
消費期限：商品発送日含め3日 到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】飛騨牛肩ロース500ｇ
消費期限：発送日含め30日間(冷凍)
飛騨牛販売指定店307号及び飛騨
牛料理指定店5267号の両方の認定を
うけた飛騨で唯一の専門店です。ま
た、当ホテルで扱う飛騨牛は、「飛
騨市推奨特産品」にも認定されてお
ります。◆発送：飛騨古川スペラン
ツァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

【容量】「山勇牛」切落し600ｇ
月齢29ヶ月以上のA4・A5等級のみを
さらに30日以上熟成させ、余分な水
分を抜き、旨みを凝縮させ、さっぱ
りとした脂肪・深みのある赤身肉、
また柔らかさを持ち合わせた「山勇
牛」をご堪能下さい。
消費期限：商品発送日含め3日 到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

《事前予約制》新米飛騨産特別栽培
米『いのちの壱』5kg×2合計10kg［
D0023］

＜牧成舎＞ミルクの旨みたっぷり夢
の大容量アイスクリーム&ピザセッ
ト[D0003]

飛騨牛5等級サーロインステーキ200
ｇ リブロースステーキ200ｇ
計2枚400ｇ[D0056]

飛騨牛肩ロースすき焼き・しゃぶし
ゃぶ用５００ｇ［D0028］

30,000円
【容量】飛騨産いのちの壱 5kg×2
袋（令和元年新米）＋飛騨の漬物「
めしどろぼ漬」１袋※精米について
品種の特性上９分つきとなっていま
す。 「いのちの壱」は、平成12年
（2000年）に飛騨で栽培が始まった
新品種です。 ※令和元年10月中旬
より順次発送◆発送：クオリティ飛
騨 0577-75-2455

21217

30,000円
【容量】チーズたっぷりピザ
直径24cm×3枚、もなかアイス 130
ml×6個、アイスクリーム1000ml×1
個、カップアイス
120ml×2個＊味はお任せです
消費期限：ピザ 90日 アイスクリ
ーム表記無し◆発送：有限会社
牧成舎 0577-73-2226

30,000円
【容量】飛騨市の畜産農家によって
一貫生産された選りすぐりの飛騨牛
のサーロインステーキ200ｇ、リブ
ロースステーキ200ｇ 計2枚
400ｇ 消費期限：冷凍で30日、解
凍後2日◆発送：古里精肉店
0577-73-2016

30,000円
【容量】飛騨牛肩ロースすき焼き・
しゃぶしゃぶ用５００ｇ＋当店オリ
ジナル熟成飛騨牛カレー1箱もしく
は牛すじ煮込み1箱をセットでお送
りします。 消費期限：発送日含め
冷蔵３日・到着後冷凍保存３０日◆
発送：山勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

岐阜県

飛騨牛ももすき焼き・しゃぶしゃぶ
用５００ｇ［D0029］

30,000円

飛騨牛もも焼肉用５００ｇ［D0030
］

30,000円

日本そばそば蕎麦乾麺200g×11袋そ
ばつゆ22袋飛騨奥飛騨朴念そば[D00
05]

30,000円

飛騨市

《お歳暮にも》飛騨古川名物
地酒蓬莱蔵元とのコラボ商品
飛騨古川吟醸漬け[D0018]

30,000円

【容量】飛騨牛ももすき焼き・しゃ
ぶしゃぶ用５００ｇ＋当店オリジナ
ル熟成飛騨牛カレー1箱もしくは牛
すじ煮込み1箱をセットでお送りし
ます。 消費期限：発送日含め冷蔵
３日・到着後冷凍保存３０日◆発送
：山勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】騨牛もも焼肉用５００ｇ＋
当店オリジナル熟成飛騨牛カレー1
箱もしくは牛すじ煮込み1箱をセッ
トでお送りします。 消費期限：発
送日含め冷蔵３日・到着後冷凍保存
３０日◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

【容量】そば乾麺（200g）１１袋、
そばつゆ（25ml）２２袋のセット
専用化粧箱入 賞味期限：１８０日
国の二省（農水省・国交省）が認
定選定した二冠のそば・奥飛騨朴念
（ぼくねん）そば。◆発送：飛騨朴
念そばの会 080‐2669‐1818

【容量】飛騨牛 酒粕味噌漬け（80
ｇ）４枚※消費期限は冷蔵保存で１
４日間です。 消費期限：１４日間
（冷蔵保存の場合） 飛騨古川の地
酒蓬莱の蔵元とのコラボ商品です。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

飛騨牛 サーロインステーキ ミニ
３枚 飛騨市推奨特産品 [D0019]

飛騨牛 バーベキュー
BBQがっつりカルビ500g
飛騨市推奨特産品 [D0020]

味噌煎餅袋入りセットＡ たっぷり
136袋入り！お持たせや手土産に喜
ばれるセット[D0008]

味噌煎餅 袋入りセットＢ 3つの
味で合計293枚が楽しめる大容量パ
ック。[D0009]

30,000円

30,000円

30,000円

30,000円

【容量】飛騨牛サーロインミニサイ
ズ３枚（３００ｇ）
消費期限：冷凍保存３０日 当ホテ
ルで取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨
特産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐ
れもの」にも認定されております。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

【容量】飛騨牛カルビ５００ｇ 暑
い夏にはコレ！みんなそろってＢＢ
Ｑパーティー♪贅沢感半端ない 主
役の飛騨牛は濃厚な味わいと脂も甘
い絶品です！ 消費期限：冷凍保存
３０日◆発送：飛騨古川スペランツ
ァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

【容量】味噌煎餅（２枚入×９袋）
８袋、生しょうが入り味噌煎餅（
２枚入×８袋） ８袋
消費期限：９０日
明治41年（1908）創業 昔ながらの
懐かしい味噌煎餅と生しょうが入り
味噌煎餅のセットです。◆発送：有
限会社 井之廣製菓舗
0577‐73‐2302

【容量】味噌煎餅（２枚入×９袋）
７袋、生しょうが入り味噌煎餅（
２枚入×８袋） ７袋、酒粕入り味
噌煎餅（１１枚入） ５袋
消費期限：６０日 昔ながらの味噌
煎餅と飛騨の老舗酒造さんの酒粕を
たっぷりと使った、ちょっぴり大人
の味噌煎餅のセットです。◆発送：
有限会社 井之廣製菓舗
0577‐73‐2302

味噌煎餅 バラエティセットＢ ５
つの味が合計245枚楽しめるセット
！[D0010]

＜牧成舎＞飛騨のアイスクリーム＆
チーズ＆ヨーグルトセット[D0001]

＜牧成舎＞飛騨のナチュラルチーズ
＆チーズたっぷりピザ＆ヨーグルト
セット[D0002]

2pointCoffeedripstand
胡桃材＆真鍮製のスタンド［D0012
］

30,000円
【容量】味噌煎餅（2枚入×9袋）
５袋、生しょうが入り味噌煎餅（2
枚入り×8袋）
５袋、酒粕入り味噌煎餅（11枚）
５袋、ちょこっと珈琲入り味噌煎餅
（2枚） ５袋、ちょこっとえごま
入り味噌煎餅（2枚） ５袋
消費期限：60日 国産原材料を使用
し、安全と味にこだわった自家製味
噌煎餅です。◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302
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30,000円
【容量】〈アイスクリームセット〉
手焼き最中アイス130ml×6個、カッ
プアイスクリーム120ml×9、〈チー
ズセット〉フレッシュモッツァレラ
チーズ、チーズの溜り醤油漬け、チ
ーズのわさび醤油漬け、大人の素っ
ぴんチーズ、チーズ入りソーセージ
×各１、ヨーグルト×6 消費期限
：チーズ12日、熟成チーズ30日、ヨ
ーグルト14日
◆発送：有限会社牧成舎
0577-73-2226

30,000円
【容量】〈チーズセット〉フレッシ
ュモッツァレラチーズ・チーズの溜
り醤油漬け・チーズのわさび醤油漬
け・大人の素っぴんチーズ・チーズ
入りソーセージ×各１、〈ピザセッ
ト〉チーズたっぷりピザ 直径24cm
×3枚＋牧成舎おまかせセレクトピ
ザ１枚、ヨーグルト×6 消費期限
：チーズ12日、熟成チーズ30日、冷
凍ピザ90日、ヨーグルト14日
◆発送：有限会社牧成舎
0577-73-2226

30,000円
【容量】ドリップスタンド（２穴）
×１台 材料：胡桃（くるみ）
サイズ（㎜）：W380×H190×D140
台の下（㎜）：H180
ドリップ穴の直径：65
仕上げ方法：OIL仕上げ 脚の真鍮
は、木部に差し込み式なので取り外
し可能。※天然木を使用しておりま
すので、お届けする商品ひとつひと
つ木目や色味が異なります。◆発送
：飛騨職人生活 0577‐73‐7703

岐阜県

着物で飛騨古川の町歩き♪
ペアチケット［D0041］

蓬莱蔵元イチオシセット
１.８リットル×４本［D0040］

30,000円

30,000円

飛騨牛カレー三昧セット
４種類１１食セット［D0033］

飛騨市

飛騨牛カレー味比べ４種類１０食＆
飛騨牛ラーメン４食セット［D0035
］

30,000円

30,000円

【容量】季節に合わせて取り揃えて
ある着物の中からお好きなものをお
選びください。男女ともに小物から
下駄まで一式ご用意しており、着付
けまで致します。朝10時から受付開
始です。17時までのご都合に合わせ
たお好きな時間にご利用頂けます。
簡単なヘアセットは無料で致します
。◆染と呉服大洞 0577-73-2209

【容量】上撰蓬莱
１.８ℓ×１本、蓬莱小町桜
１.８ℓ×１本、純米吟醸家伝手造り
１.８ℓ×１本、吟醸伝統辛口
１.８ℓ×１本
消費期限：約９０～１２０日 蔵元
が自信を持ってオススメする一升瓶
４本セット。◆発送：有限会社渡辺
酒造店 0577-73-2347

【容量】・熟成飛騨牛ビーフカレー
２４０ｇ×３食 ・最高ランク５等
級使用飛騨牛カレー２００ｇ×２食
・飛騨牛
男の黒カレー２００ｇ×３食
・飛騨牛
女のカレー２００ｇ×３食 消費期
限：約３６０日◆発送：飛騨古川
さくら物産館 0577‐73‐7770

【容量】・熟成飛騨牛ビーフカレー
２４０ｇ×３食 ・最高ランク５等
級使用飛騨牛カレー２００ｇ×３食
・飛騨牛
男の黒カレー２００ｇ×２食
・飛騨牛
女のカレー２００ｇ×２食
・飛騨牛らーめん２食入×２袋 消
費期限：カレー３６０日、ラーメン
６０日 ◆発送：飛騨古川
さくら物産館 0577‐73‐7770

飛騨牛最高ランク５等級使用
飛騨牛カレー１０食セット［D0036
］

飛騨えごまづくしセットA［D0037］

飛騨えごま健康セットA［D0038］

熟成ビーフカレー８食＆飛騨牛ラー
メン６食セット［D0039］

30,000円

30,000円

30,000円

30,000円

【容量】飛騨牛肉カレー２００ｇ×
１０食セット
消費期限：約３６０日 厳選素材を
使った、まろやかで深いコクの風味
豊かなカレーをお楽しみください。
◆発送：飛騨古川さくら物産館
0577-73-7770

【容量】・飛騨えごま油ソフトカプ
セル６０粒入り×１袋
・飛騨えごま油１１４ｇ×１本 ・
飛騨えごまドレッシング和風醤油２
００ｍｌ１本
・飛騨えごま煎餅１２枚入り×１袋
・飛騨えごま柚餅子１２個入り×
１箱 ・飛騨えごま羊羹１本 ・え
ごまの香り（カステラ）１本◆発送
：飛騨古川 さくら物産館
0577‐73‐7770

【容量】・飛騨えごま油ソフトカプ
セル６０粒入り×２袋
・飛騨えごま油１１４ｇ×１本
・飛騨えごま煎餅１２枚入り×１袋
・飛騨えごまドレッシング（和風
醤油、クリーミー）２００ｍｌ各１
本◆発送：飛騨古川 さくら物産館
0577‐73‐7770

【容量】・熟成飛騨牛ビーフカレー
２４０ｇ×８食
・飛騨牛らーめん２食入×３袋
消費期限：カレー３６０日
ラーメン６０日◆発送：飛騨古川
さくら物産館 0577‐73‐7770

飛騨牛 焼肉アソートセット ７種
類の希少部位を食べ比べ♪飛騨市推
奨特産品[D0021]

飛騨牛 希少部位
赤身ランプステーキ２枚
飛騨市推奨特産品 [D0022]

飛騨牛 サーロインブロック
5等級 350g飛騨市推奨特産品
山勇畜産 古里精肉店謹製[D0055]

飛騨牛の極旨カレー
２食入り×６箱[D0059]

30,000円
【容量】飛騨牛サーロイン・リブロ
ース・クラシタロース・ランイチ・
カルビ・モモ・ハネシタ
総重量３００g（１名から２名用）
消費期限：冷凍保存30日 当ホテル
で取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨特
産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐれ
もの」にも認定されております。◆
発送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001
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30,000円
【容量】飛騨牛
ランプステーキ２枚（３００g）
消費期限：冷凍保存３０日 飛騨牛
販売指定店３０７号及飛騨牛料理指
定店５２６７号両方の指定を受けた
、飛騨でも数少ない専門店です。ま
た、当ホテルで取り扱う飛騨牛は、
飛騨市推奨特産品及び岐阜県「飛騨
・美濃すぐれもの」にも認定されて
おります。◆発送：飛騨古川スペラ
ンツァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

30,000円
【容量】一貫生産のこだわり『山勇
畜産の飛騨牛５等級限定』サーロイ
ンステーキ用３５０ｇブロック 消
費期限：30日（冷凍〈－18℃以下〉
にて保存した場合）解凍後は2日以
内。 直販店ならではの商品です。
お好みの厚さでお楽しみください。
◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

30,000円
【容量】飛騨牛の極旨カレー１箱２
食入り×６箱(１２食)
消費期限：１８０日以上 飛騨牛と
飛騨豚のキーマカレー。飛騨牛と飛
騨豚のひき肉を使い旨みをアップさ
せました。レトルトカレーでは珍し
い５種類の野菜入り！◆発送：株式
会社飛騨企画販売 0577-57-9111

岐阜県

《お墓のプロが伺います》飛騨市お
墓のお掃除サービス[D0060]

30,000円

《お墓のプロが伺います》飛騨市お
墓の見守りサービス（年間３回プラ
ン）[D0061]

飛騨牛 赤身ステーキ
熟成肉『山勇牛』
３０日以上熟成［D0026n］

30,000円

飛騨市

飛騨牛 サーロインステーキ
4等級 2枚400ｇ
飛騨市推奨特産品[D0054n]

30,000円

30,000円

【容量】①お墓本体の清掃（水洗）
②写真撮影（清掃前後）③報告書の
作成、郵送【注意】供花や線香のお
供えはオプション（当お礼の品対象
外）となります。必要な場合は作業
事業者にご相談ください。 ※実施
条件あり◆清掃作業事業者：(有)砂
原石材（0577-75-2522）・㈱神岡衛
生社（0578-82-0337）

【容量】①お墓の状況確認（年３回
）②写真撮影・報告書の作成、郵送
【注意】供花や線香のお供えはオプ
ション（当お礼の品対象外）となり
ます。必要な場合は作業実施事業者
にご相談ください。 ※実施条件あ
り◆状況確認実施事業者：(有)砂原
石材（0577-75-2522）・㈱神岡衛生
社（0578-82-0337）

３０日以上熟成させた特別な飛騨牛
「山勇牛」の赤身ステーキ。「山勇
牛」だからこそ味わえるお肉のおい
しさを、是非ご堪能ください。「山
勇牛」の赤身ステーキ 120ｇ×３
枚＋当店オリジナル熟成飛騨牛カレ
ー1箱もしくは牛すじ煮込み1箱をセ
ットでお送りします。

【容量】飛騨牛《上級ランク》4等
級サーロインステーキ2枚で合計約4
00g 消費期限：30日（冷凍-18℃以
下で保存された場合）解凍後は2日
以内。 5等級よりも控えめな霜降
りで人気上昇中の旨みをご堪能くだ
さい。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

《期間限定》飛騨牛
熟成肉『山勇牛』 カレーシチュー
用＆小間切れセット［D0052n］

熟成飛騨牛のカレー・牛すじ煮込み
計１０食セット[D0064]

飛騨牛 5等級 イチボステーキ
2枚 飛騨市推奨特産品
古里精肉店謹製[D0070]

飛騨牛 5等級 心芯ステーキ
飛騨市推奨特産品
古里精肉店謹製[D0071]

30,000円

30,000円

30,000円

2枚

30,000円

【容量】飛騨牛のなかでも選りすぐ
りの雌牛を30日以上熟成した『山勇
牛』カレーシチュー用600gと小間切
れ600gのセット 消費期限：発送日
含め3日商品到着後冷凍保存30日
※申込期限：12月末まで◆発送：山
勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】熟成飛騨牛カレー 240g×
5箱、熟成飛騨牛の牛すじ煮込み
150ｇ×5箱
消費期限：製造より約360日 山勇
牧場で清らかな空気の下で牧草を食
べ、燦燦と湧き出る水を飲みながら
育った、特別な飛騨牛を使用したカ
レーと牛すじです。◆発送：飛騨古
川 さくら物産館 0577‐73‐7770

【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク5等級飛騨牛のもも肉のレア部
位『イチボ』のステーキ2枚で約300
gをお届けいたします。 消費期限
：３０日（冷凍－１８℃以下にて保
存した場合）。解凍後は２日以内。
◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク5等級飛騨牛のもも肉のレア部
位『心芯』のステーキ2枚で約300g
をお届けいたします。 消費期限：
３０日（冷凍－１８℃以下にて保存
した場合）。解凍後は２日以内。◆
発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

飛騨牛最高ランク5等級究極のレア
部位ミスジ焼肉用300ｇ飛騨市推奨
特産品古里精肉店[D0072]

麺の清水屋ラーメン4回計46食定期
便拉麺らーめん[D0075]

飛騨の晩酌セット
７２０ｍｌ×６本[D0047]

【数量限定】極みの一滴
蓬莱＆白真弓
本仕込み中華そば２食分付[D0048]

30,000円
【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク5等級飛騨牛の究極のレア部位
『ミスジ』の焼肉用300g 消費期限
：３０日（冷凍－１８℃以下にて保
存した場合）。解凍後は２日以内。
◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

21217

30,000円
46食＊春（3月） 12/11～3/10まで
のお申し込みにぼしらーめん2食×2
蔵出し高山らーめん2食×2麺屋のチ
ャーシュー2枚入×4麺屋のメンマ10
0g×1＊夏（6月） 3/11～6/10まで
のお申し込みマイヤーレモン冷し中
華2食×2冷し中華2食×2ざる中華2
食×2カレーらーめん2食×1＊秋（9
月） 6/11～9/10までのお申し込み
豆天狗高山らーめん2食×2角や中華
そば2食×2麺屋のチャーシュー2枚
入×4麺屋のメンマ100g×1＊…

31,000円
【容量】蓬莱純米酒田んぼ７２０ｍ
ｌ×１本、蓬莱吟醸７２０ｍｌ×１
本、蓬莱純米吟醸７２０ｍｌ×１本
、白真弓純米吟醸７２０ｍｌ×１本
、白真弓吟醸７２０ｍｌ×１本、白
真弓特別純米７２０ｍｌ×１本、麺
の清水屋 中華そば(しょうゆ味)
細ちぢれ麺２食入り×１袋 消費期
限：梅酒約３６０日※開栓後は早め
にお召し上がりください。ラーメン
約６０日※常温保存可能◆発送：後
藤酒店 0577-73-2657

31,000円
【容量】蓬莱 純米大吟醸７２０ｍ
ｌ×１本、白真弓大吟醸原酒７２０
ｍｌ×１本、麺の清水屋 本仕込み
飛騨中華そば(しょうゆ味)細ちぢれ
麺限定品２食入り×１袋
消費期
限：お酒約３６０日※開栓後は早め
にお召し上がりください。ラーメン
約６０日 ※常温保存可能 ※申込
期限：2019年12月11日受付分まで◆
発送：後藤酒店 0577-73-2657

岐阜県

【数量限定】極上の一滴
蓬莱＆白真弓飲み比べセット[D0049
]

31,000円

飛騨牛 サーロインステーキ
5等級200ｇを2枚 計400ｇ
[D0057]

33,000円

ペアお食事券 囲炉裏の宿飛騨とも
えホテル［D0014］

34,000円

飛騨市

会席料理ペア食事券
明治３年創業の老舗料亭旅館[D0006
]

34,000円

【容量】蓬莱大吟醸超吟しずく７２
０ｍｌ×１本、白真弓純米大吟醸
誉(ほまれ)７２０ｍｌ×１本
消費期限：お酒 約３６０日※開栓
後は早めにお召し上がりください。
※申込期限2019年12月11日受付分
まで◆発送：後藤酒店
0577-73-2657
※申込期2019年12月11日受付分まで

【容量】飛騨市の畜産農家によって
一貫生産された選りすぐりの飛騨牛
のサーロインステーキ200ｇを2枚
計400ｇ◆消費期限：冷凍で30日、
解凍後2日 発送：古里精肉店
0577-73-2016

【容量】郷土料理をメインにした会
席料理ペア食事券 ３０種類の食材
を一度に堪能できる飛騨の郷土料理
「在郷（ざいご）料理」。飛騨の自
然が育んだ河ふぐや飛騨牛すべてを
味わえる会席料理。囲炉裏端のお席
にてお楽しみいただけます。◆発送
：飛騨ともえホテル
0577‐73‐2056

【容量】飛騨の山川が育んだ季節の
食材を使った会席です。「体に優し
い料理」をコンセプトに、主人自ら
が腕を振るったお料理をご提供いた
します。※年末年始や古川祭などの
イベントに伴う除外日がございます
。予めお電話にてご予約日をご確認
願います。◆発送：料理旅館
蕪水亭 0577‐73‐2531

飛騨の健康薬草イキイキコース
ペア食事券[D0007]

接ぎ手箱(拭き漆仕上げ)［D0013］

金木戸屋からお贈りする季節のお菓
子お品物・年2回お届けコース［D00
32］

飛騨牛ヒレ肉焼肉用稀少部位ヒレの
最高ランク5等級飛騨市推奨特産品
古里精肉店謹製[D0073]

34,000円

34,000円

34,000円

35,000円

【容量】食べて美味しい「薬膳料理
」がテーマです。飛騨で採れる245
種類の薬草の中から、季節の薬草を
使ったお料理をご用意いたします。
ドクダミ・葛・オオバコなどなどの
ミネラルたっぷりの大地の恵みを食
べて、身体をリフレッシュ！※年末
年始、古川祭などのイベントに伴う
除外日がございます。予めお電話に
てご予約日をご確認願います。◆発
送：料理旅館 蕪水亭
0577‐73‐2531

【容量】木製の宝石箱。大きさは形
により異なりますが、約100×100×
47(mm)です。 飛騨産の無垢の広葉
樹(主にナラ)を使用し、「四方蟻接
ぎ」という技法で、本体と蓋をつな
いだ一見パズルのような宝石箱です
。指輪やネックレスの保管やプレゼ
ントの容器としてもお使いいただけ
ます。◆発送：家具工房 くくのち
0577-73-3192

【容量】年2回、季節のお品物をお
送りします。その他、定番商品（笹
巻羊羹10個、満月最中12個、笹サブ
レ8枚）もお送りします。 消費期
限：7日※時期、商品に応じて冷蔵
発送させていただきます。俳人、中
村汀女さんも愛した『笹巻羊羹』を
はじめ、夏は水羊羹、秋は栗よせ、
冬は杵つき餅など、季節の美味しい
お品物をお届けします。◆発送：㈱
金木戸屋 0578-82-0172

【容量】最高ランク5等級飛騨牛の
人気希少部位ヒレ肉の焼肉用300g
30日（冷凍-18℃以下で保存された
場合）解凍後は2日以内。 ステー
キよりやや面の小さいところのヒレ
肉を焼肉用に仕上げました。厚みの
ある究極の焼肉を是非ご堪能くださ
い。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

飛騨牛4等級サーロインステーキ用5
00gブロック肉 飛騨市推奨特産品
古里精肉店謹製[D0053]

＜牧成舎＞飛騨の乳製品特選セット
(アイス・チーズ・ピザ)[D0004]

宿泊券と山菜セット及び野草茶の手
土産付［D0076］

≪数量限定・シリアル番号付き≫ス
ーパーカミオカンデフォトフレーム
[D0063]

36,000円
【容量】飛騨牛4等級以上のサーロ
インステーキ厚切りブロック500g
消費期限：30日（冷凍-18℃以下で
保存された場合）解凍後は2日以内
。 等級以上のサーの称号を持つサ
ーロインステーキ500gです。ニュー
ヨークカットよりも大きなステーキ
をご堪能ください。◆発送：古里精
肉店 ０５７７－７３－２０１６
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36,000円
【容量】〈チーズセット(冷蔵)〉フ
レッシュモッツァレラチーズ・チー
ズの溜り醤油漬け・チーズのわさび
醤油漬け・大人の素っぴんチーズ・
チーズ入りソーセージ×各１〈アイ
ス・ピザセット(冷凍)〉チーズたっ
ぷりピザ直径24cm×３・手焼き最中
アイス130ml×4・カップアイスクリ
ーム120ml×9 消費期限：チーズ12
日、熟成チーズ30日、冷凍ピザ90日
◆発送：有限会社牧成舎
0577-73-2226

37,000円
【容量】宿泊招待券（1泊2食付）
夕食には、飛騨牛陶板焼き付田舎料
理のお食事となります。土産として
山菜瓶詰セット（なめこ、ふき、う
ど）及び野草茶をお渡しします。
有効期限は1年間でクーポンを発送
します。◆発送：株式会社飛騨ゆい
河合事業所 0577-65-2080

37,000円
【容量】神々しいほどに美しい実験
装置「スーパーカミオカンデ」の写
真（Ａ３サイズ・フォトフレーム付
） 第一線で実験を指揮する中畑教
授が撮影した渾身の一枚で、300枚
限定のシリアル番号付きです。◆飛
騨市役所 地域振興課
0577-62-8904 （作成発送事業者：
フナツフォトスタヂオ
0578-82-0120）

岐阜県

飛騨牛 熟成肉「山勇牛」おまかせ
３種盛り合せ３０日以上熟成［E001
8］

40,000円

日本酒 白真弓
6種類飲み比べセット
720ml×6本[E0011]

飛騨牛 リブロースすき焼き・しゃ
ぶしゃぶ用５００ｇ［E0019］

40,000円

40,000円

飛騨市

飛騨牛サーロインステーキ２５０ｇ
×２枚［E0020］

40,000円

【容量】「山勇牛」おまかせ３種盛
り合せ ４００ｇ(３～４人前) 月
齢２９ヶ月以上のＡ４、Ａ５等級の
黒毛和牛を３０日以上熟成させた特
別な飛騨牛『山勇牛』。赤身部位と
霜降り部位それぞれ違った味をご堪
能頂けます。◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

【容量】白真弓大吟醸720ml 1本、
白真弓純米吟醸ひだほまれ720ml 1
本、白真弓特別純米ひだほまれ720m
l 1本、白真弓吟醸山田錦720ml
1本、やんちゃ酒720ml
1本、じゃんぱん720ml 1本 白真
弓が醸すいろいろな種類のお酒が勢
揃い。冷やから燗まで様々楽しめま
す。◆発送：蒲酒造場
0577-73-3333

【容量飛騨牛リブロースすき焼き・
しゃぶしゃぶ用５００ｇ＋当店オリ
ジナル熟成飛騨牛カレー1箱もしく
は牛すじ煮込み1箱をセットでお送
りします。 消費期限：発送日含め
冷蔵３日・到着後冷凍保存３０日。
◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

【容量】飛騨牛サーロインステーキ
２５０ｇ×２枚＋当店オリジナル熟
成飛騨牛カレー1箱もしくは牛すじ
煮込み1箱をセットでお送りします
。 消費期限：発送日含め冷蔵３日
・到着後冷凍保存３０日。◆発送：
山勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

飛騨牛 5等級
ロース・ハーフステーキ5枚500ｇ
飛騨市推奨特産品[E0005]

飛騨牛 ステーキ 超レア部位
トモ三角 4等級5等級
5枚650g古里精肉店謹製[E0006]

飛騨牛超レア部位、トモ三角大判ス
テーキ3枚で580g4等級5等級
古里精肉店謹製[E0007]

飛騨牛 外ももしゃぶしゃぶ用
熟成肉『山勇牛』 500g［E0017］

40,000円

40,000円

40,000円

40,000円

【容量】飛騨牛5等級ロースのハー
フステーキ5枚セットで計500g 消
費期限：30日（冷凍-18℃以下で保
存された場合）解凍後は2日以内。
少し食べたい時、コース料理のメ
インにいかがでしょう。◆発送：古
里精肉店 ０５７７-７３-２０１６

【容量】飛騨牛4等級以上ランク
希少部位・とも三角のステーキ5枚
で計650g 消費期限：30日（冷凍-1
8℃以下で保存された場合）解凍後
は2日以内。 モモ肉の旨みに加え
美しい霜降りが生み出すコクのある
味わいをご堪能ください。◆発送：
古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】飛騨牛4等級以上ランク
希少部位・とも三角のステーキ3枚
で計580g 消費期限：30日（冷凍-1
8℃以下で保存された場合）解凍後
は2日以内。 モモ肉の旨みに加え
美しい霜降りが生み出すコクのある
味わいをご堪能ください。◆発送：
古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】『山勇牛』外ももしゃぶし
ゃぶ用500ｇ（４～６人前）＋当店
オリジナル熟成飛騨牛カレー1箱も
しくは牛すじ煮込み1箱をセットで
お送りします。キメはやや粗く、筋
肉質で奥深い味わいです。薄切りに
し、すき焼きやしゃぶしゃぶでお召
し上がりください。消費期限：冷蔵
保存で3日、冷凍保存で1ヶ月。◆発
送：山勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

《お歳暮にも》飛騨市推奨特産品
飛騨牛
ミニロインステーキ４枚[E0012]

飛騨市推奨特産品ホテルで飛騨牛ラ
ンチ♪ 飛騨牛 サーロインステー
キペアランチ券[E0013]

飛騨牛 熟成肉『山勇牛』
すき焼き用500g［E0016］

《お歳暮にも》飛騨牛 ＢＢＱ
牛・鶏・豚バラエティセット
飛騨市推奨特産品[E0014]

40,000円
【容量】飛騨牛サーロインミニサイ
ズ４枚（４００ｇ）
消費期限：冷凍保存３０日 当ホテ
ルで取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨
特産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐ
れもの」にも認定されております。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

21217

40,000円
【容量】・飛騨牛サーロインステー
キ・季節の小鉢・フレッシュサラダ
・ご飯（飛騨産コシヒカリ）・お味
噌汁・香の物・デザート※ランチタ
イム（１１：００～１４：００。ラ
ストオーダー１３：３０）限定。要
予約※有効期限は６カ月。◆発送：
飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

外もも

40,000円
【容量】『山勇牛』外ももすき焼き
用500ｇ（４～6人前）＋当店オリジ
ナル熟成飛騨牛カレー1箱もしくは
牛すじ煮込み1箱をセットでお送り
します。キメはやや粗く、筋肉質で
奥深い味わいです。薄切りにし、す
き焼きやしゃぶしゃぶでお召し上が
りください。 消費期限は：発送日
含め冷蔵３日・到着後冷凍保存３０
日。◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

40,000円
【容量】飛騨牛はもちろん、国産鶏
・国産豚、さらには焼きそば麺もつ
いた総重量１．５kgのお得なセット
です！・飛騨牛肩ロース３００ｇ・
飛騨牛カルビ２００ｇ・国産豚トン
バラ３００ｇ・国産豚トントロ２０
０ｇ・国産鶏モモ２００ｇ・地元で
人気！堀之上焼きそば麺３００ｇ（
２人前）◆消費期限：冷凍保存14日
発送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

岐阜県

熟成飛騨牛『山勇牛』サーロインス
テーキ180g×2枚飛騨の牧場で育っ
た『山勇牛』［E0040］

40,000円

飛騨市推奨特産品 飛騨牛４等級以
上の極上ばら肉焼き肉用５００ｇ[E
0028]

40,000円

飛騨市推奨特産品 飛騨牛もも肉の
特製ローストビーフ2本
計７５０ｇ[E0029]

40,000円

飛騨市

飛騨市推奨特産品 飛騨牛最高級5
等級のもも肉、ローストビーフ用2
本 計９００ｇ[E0030]

40,000円

【容量】飛騨牛 『山勇牛』サーロ
インステーキ180g×2枚合計360g肉
の王様と言われるサーロイン。その
中でも山勇牛の最高は格別です。
消費期限：商品発送日含め3日 到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】飛騨牛５等級４等級の特に
霜降りが素晴らしい極上ばら肉の焼
き肉用５００ｇ。 消費期限は30日
（冷凍-18℃以下で保存された場合
）解凍後は2日以内。 １頭から僅
かしか取れない希少部位をご堪能く
ださい。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

【容量】飛騨牛もも肉の特製ロース
トビーフ2本で750g 消費期限：30
日（冷凍-18℃以下で保存された場
合）解凍後は2日以内。 飛騨牛専
門店、古里精肉店が厳選しカットし
た飛騨牛のもも肉を当店独自のレシ
ピで監修のもと工房≪ふるさと清見
21≫で製造した特製ローストビーフ
です。◆発送：古里精肉店
0577-73-2016

【容量】飛騨牛5等級もも肉のロー
ストビーフ用ブロック2本セットで
計900g 消費期限：30日（冷凍-18
℃以下で保存された場合）解凍後は
2日以内。 ご家庭でローストビー
フを作られる方のための商品です。
成形したもも肉にネットをかけてお
届けします。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

石橋自然農園が贈る「飛騨の恵」セ
レクト定期便[E0033]

飛騨牛焼肉ロース焼肉用400g飛騨の
牧場で育った『山勇牛』［E0039］

八ツ三館でちょっと優雅なランチタ
イム［E0015］

飛騨牛 ５等級 ランプステーキ
３枚 飛騨市推奨特産品
古里精肉店[E0037]

40,000円

40,000円

44,000円

44,000円

【容量】お申込みの時期によって、
(1)～(4)の品を順にお届けします。
(1)3月寒干し大根とカミオカスタ
ーコーンペースト(2)5月末～6月飛
騨の山菜詰め合わせ＋お楽しみ(3)8
月激甘カミオカスターコーン(4)10
月キノコの詰め合わせ＋お楽しみ
消費期限：到着後はなるべく早くお
召し上がりください。◆発送：石橋
自然農園

【容量】飛騨牛
『山勇牛』ロース焼肉用400g 月齢
29ヶ月以上のA4・A5等級のみをさら
に30日以上熟成させ、余分な水分を
抜き、旨みを凝縮させ、さっぱりと
した脂肪・深みのある赤身肉、また
柔らかさを持ち合わせた「山勇牛」
をご堪能下さい。
消費期限：商品発送日含め3日 到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】ペアランチ招待券 創業安
政年間の老舗料亭旅館。こだわりの
職人がひと手間かけた旬味地味を出
来たてで、１品ずつお楽しみいただ
けます。※除外日：年末年始・ゴー
ルデンウイーク・お盆・シルバーウ
イーク・古川祭などのイベント日な
ど※全客室禁煙◆発送：料亭旅館
八ツ三館
０５７７－７３－２１２１

【容量】最高ランク5等級飛騨牛の
もも肉のレア部位『ランプ』のステ
ーキ3枚で約450g 消費期限：３０
日（冷凍－１８℃以下にて保存した
場合）。解凍後は２日以内。 希少
で人気のもも肉ステーキをご堪能く
ださい。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

飛騨牛 5等級 イチボステーキ
3枚 飛騨市推奨特産品
古里精肉店謹製[E0036]

飛騨牛 5等級 もも肉レア部位
心芯ステーキ 3枚
飛騨市推奨特産品[E0038]

飛騨牛
肩ロースうす切り［E0024］

飛騨牛
もも一口ステーキ［E0025］

45,000円
【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク5等級飛騨牛のもも肉のレア部
位『イチボ』のステーキ3枚で約450
gをお届けいたします。ロースに引
けをとらないもも肉の霜降りステー
キをご堪能ください。 消費期限：
３０日（冷凍－１８℃以下にて保存
した場合）。解凍後は２日以内。◆
発送：古里精肉店 0577‐73‐2016

21217

45,000円
【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク5等級飛騨牛のもも肉のレア部
位『心芯』のステーキ3枚で約450g
をお届けいたします。希少で人気の
高いもも肉ステーキを是非ご堪能く
ださい。 消費期限：３０日（冷凍
－１８℃以下にて保存した場合）。
解凍後は２日以内。◆発送：古里精
肉店 0577‐73‐2016

47,000円
【容量】肩ロース肉800g JAひだが
飛騨市場で目利きした「４等級以上
の飛騨牛」を使用しました。きめ細
かく柔らかで、とろけるような旨み
をぜひ一度ご賞味下さい。◆発送：
飛騨農業協同組合 0577-73-5113

47,000円
【容量】もも肉 700g JAひだが飛
騨市場で目利きした「４等級以上の
飛騨牛」を使用しました。きめ細か
く柔らかで、とろけるような旨みを
ぜひ一度ご賞味下さい。◆発送：飛
騨農業協同組合 0577-73-5113

岐阜県

飛騨牛 ヒレステーキ（テート）
5等級 飛騨市推奨特産品
古里精肉店[F0003]

47,000円

金木戸屋”山の香りふるさとの味”
季節のお菓子
鯰画房”鯛”張り子セット［E0023
］

47,000円

《定期便》米新米こしひかり金賞農
家の飛騨産コシヒカリ5kg×6ヶ月（
30kg）［E0041］

48,000円

飛騨市

飛騨牛 堪能ステーキセット 飛騨
の牧場で育った熟成『山勇牛』［F0
019］

50,000円

【容量】飛騨牛最高ランク５等級の
ヒレステーキ（テート）
２枚（320ｇ） 消費期限：30日（
冷凍〈－18℃〉にて保存した場合）
解凍後は2日以内。 飛騨牛の赤身
のなかでも希少なこの部位は別格で
す。お口の中に広がる赤身の旨み、
柔らかさをご堪能ください。◆発送
：古里精肉店 0577‐73-2016

【容量】定番商品（笹巻羊羹5個・
満月最中6個・笹サブレ5枚）と鯛の
張り子（約20㎝）※お菓子の消費期
限は7日間です。※張り子につきま
して、在庫のない場合はお申込から
1か月～3か月程度掛かります。金木
戸屋のお菓子とともに、お祝いなど
の贈り物としてもいかがでしょうか
。◆発送：株式会社金木戸屋
0578‐82‐0172

【容量】飛騨産コシヒカリ（令和元
年産米）５ｋｇ×６ヶ月（30kg）※
10月末以降に収穫次第順次開始致し
ます。 東洋ライス主催の”世界最
高米”の原料米として選ばれた、世
界トップクラスの米農家『みつわ農
園』の飛騨産コシヒカリの定期便で
す。◆発送：みつわ農園
0577-75-3201

【容量】「山勇牛」サーロインステ
ーキ200g、「山勇牛」赤身ステーキ
100g×2枚＋当店オリジナル熟成飛
騨牛カレー1箱もしくは牛すじ煮込
み1箱をセットでお送りします。
消費期限：商品発送日含め3日 到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

飛騨牛 サイコロステーキ用 熟成
肉『山勇牛』30日以上熟成［F0017
］

飛騨牛 焼肉 熟成肉『山勇牛』
おまかせ５種盛合せ30日以上熟成［
F0018］

飛騨牛サーロインステーキ飛騨市推
奨特産品 飛騨牛"極"[F0006]

飛騨牛すきやきすき焼き
飛騨市推奨特産品 飛騨牛"極"
[F0007]

50,000円

50,000円

50,000円

50,000円

【容量】「山勇牛」サイコロステー
キ用500ｇ（４～６人前）＋当店オ
リジナル熟成飛騨牛カレー1箱もし
くは牛すじ煮込み1箱をセットでお
送りします。
消費期限：商品発送日含め3日 到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】『山勇牛』おまかせ５種盛
合せ 500g（4～6人前）＋当店オリ
ジナル熟成飛騨牛カレー1箱もしく
は牛すじ煮込み1箱をセットでお送
りします。山勇牛の一頭買いのため
全身のオススメ赤身部位をお楽しみ
いただけます。
消費期限：商品発送日含め3日 到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】飛騨牛サーロイン（250ｇ
）２枚 消費期限：発送日含め30日
間（冷凍保存） 飛騨牛販売指定店
307号及び飛騨牛料理指定店5267号
の両方の認定をうけた飛騨で唯一の
専門店です。当ホテルで扱う飛騨牛
は、「飛騨市推奨特産品」にも認定
されております。◆発送：飛騨古川
スペランツァホテル 飛騨牛
極Kiwami 0577‐73‐7001

【容量】飛騨牛肩ロース800ｇ 消
費期限：発送日含め30日間（冷凍保
存） 飛騨牛販売指定店307号及び
飛騨牛料理指定店5267号の両方の認
定をうけた飛騨で唯一の専門店です
。当ホテルで扱う飛騨牛は、「飛騨
市推奨特産品」にも認定されており
ます。◆発送：飛騨古川スペランツ
ァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

飛騨牛 焼肉希少部位入り福袋総重
量1200g(1.2kg)飛騨市推奨特産品
[F0008]

飛騨牛 すき焼き希少部位入り福袋
総重量1200g(1.2kg)飛騨市推奨
特産品[F0009]

飛騨牛 サイコロステーキセット
希少部位入り福袋 総重量1200g(1.
2kg)飛騨市推奨特産品 [F0010]

《事前予約制》新米特別栽培米5kg
×3『いのちの壱』［F0016］

50,000円
【容量】・飛騨牛肩ロース焼肉３０
０ｇ・リッチな切り落とし３５０ｇ
・味付け牛ちゃん２５０ｇ・おまか
せ飛騨牛希少部位 ３００ｇ
消費期限：冷凍保存３０日 当ホテ
ルで取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨
特産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐ
れもの」にも認定されております。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

21217

50,000円
【容量】・飛騨牛肩ロースすきやき
３００ｇ・リッチな切り落とし３５
０ｇ・味付け牛ちゃん２５０ｇ・お
まかせ飛騨牛希少部位３００ｇ
消費期限：冷凍保存３０日 当ホテ
ルで取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨
特産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐ
れもの」にも認定されております。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

50,000円
【容量】・飛騨牛いろんな部位入り
サイコロステーキ３００ｇ・リッチ
な切り落とし３５０ｇ・味付け牛ち
ゃん２５０ｇ・おまかせ飛騨牛希少
部位３００ｇ
消費期限：冷凍保存３０日 当ホテ
ルで取り扱う飛騨牛は、飛騨市推奨
特産品及び岐阜県「飛騨・美濃すぐ
れもの」にも認定されております。
◆発送：飛騨古川スペランツァホテ
ル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

50,000円
【容量】飛騨産いのちの壱5kg×3袋
（平成30年産新米）＋飛騨の漬物「
めしどろぼ漬」１袋※精米について
品種の特性上９分つきとなっていま
す。 「いのちの壱」は、平成12年
（2000年）に飛騨で栽培が始まった
新品種。大粒（コシヒカリの1.5倍
）で香りが良く、粘りと弾力にに優
れています。※令和元年10月中旬よ
り順次発送。◆発送：クオリティ飛
騨 0577-75-2455

岐阜県

日本そばそば蕎麦乾麺200g×23袋飛
騨奥飛騨朴念そば[F0001]

50,000円

季節のスイーツ詰め合わせ
年3回お届けコース[F0013]

味噌煎餅贈答用セット
おまけ付[F0004]

50,000円

飛騨市

飛騨牛推奨特産品ホテルランチ♪飛
騨牛づくしペアランチ券[F0011]

50,000円

50,000円

【容量】そば乾麺（200g）23袋
そばメニュー表同封
賞味期限：１８０日 家族で食べ三
昧のため、「６３食を一挙」にご用
意し、「そば乾麺１カ月（３１種）
×メニュー表」も同封。ご家族全員
がそば通に。 ※11月以降順次発送
◆発送：奥飛騨朴念そばの会
080-2669-1818

【容量】年3回、スイーツ詰め合わ
せをお届けします。
春：焼菓子（2月～5月受付） 夏：
おすすめロールケーキとチーズタル
ト（6月～8月20日受付） 冬：チョ
コスイーツと冬のおすすめスイーツ
（8月21日～1月末受付）※冬のスイ
ーツの発送時期は12月からの発送。
※一部冷凍製品。◆発送：パティス
リーマツキ 0577-73-2159

【容量】味噌煎餅箱入り
5箱、生しょうが入り味噌煎餅箱入
り 5箱、珈琲入り味噌煎餅 20袋
消費期限：60日
明治41年（1908）創業 昔ながらの
懐かしい味噌煎餅。国産原材料を使
用し、安全と味にこだわった自家製
味噌煎餅です。◆発送：有限会社
井之廣製菓舗 0577‐73‐2302

【容量】飛騨牛を惜しげもなく使用
した、飛騨牛づくしペアランチ券で
す！ ※ランチタイム（１１：００
～１４：００。ラストオーダー１３
：３０）限定。要予約。※有効期限
は６カ月。◆発送：飛騨古川スペラ
ンツァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

飛騨牛上カルビ・もも焼肉セット
各６００ｇ［F0020］

飛騨牛サーロインステーキ２００ｇ
×３枚［F0021］

飛騨えごまづくしセットB［F0025］

飛騨牛づくしセット（飛騨牛カレー
１２食・昆布巻・しぐれ煮）［F002
6］

50,000円

50,000円

50,000円

50,000円

【容量】飛騨牛上カルビ・もも焼肉
セット 各６００ｇ 消費期限：発
送日含め冷蔵３日・到着後冷凍保存
３０日。 黒毛和牛一筋、創業五十
年の歴史が伝える真心と技をどうぞ
ご堪能くださいませ。◆発送：山勇
牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】飛騨牛サーロインステーキ
２００ｇ×３枚＋当店オリジナル熟
成飛騨牛カレー1箱もしくは牛すじ
煮込み1箱をセットでお送りします
。 消費期限：発送日含め冷蔵３日
・到着後冷凍保存３０日。◆発送：
山勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】・飛騨えごま油ソフトカプ
セル６０粒入り×２袋
・飛騨えごま油１１４ｇ×２本 ・
飛騨えごまドレッシング和風醤油２
００ｍｌ１本
・飛騨えごま煎餅１２枚入り×１袋
・飛騨えごま柚餅子１２個入り×
１箱 ・飛騨えごま羊羹１本 ・え
ごまの香り（カステラ）１本◆発送
：飛騨古川 さくら物産館
0577‐73‐7770

【容量】・熟成飛騨牛ビーフカレー
２４０ｇ×３食 ・最高ランク５等
級使用飛騨牛カレ２００ｇ×３食
・飛騨牛男の黒カレー２００ｇ×３
食
・飛騨牛女のカレー２００ｇ×３食
・飛騨牛昆布巻２１０ｇ×１箱
・飛騨牛カルパス１００ｇ×１箱
・飛騨牛の味噌しぐれ１２０ｇ×１
本 ・飛騨牛とごぼうのしぐれ１２
０ｇ×１本◆発送：飛騨古川
さくら物産館 0577‐73‐7770

飛騨えごま油５本セット［F0027］

《定期便》奥飛騨原水２L×６本
月１回お届け 計6回[F0033]

飛騨牛 熟成肉『山勇牛』
肩ロース
しゃぶしゃぶ用500ｇ［F0024n］

飛騨牛5等級ランプ・イチボ・心芯
もも肉レア部位3種のステーキセッ
ト古里精肉店[F0037]

50,000円
【容量】飛騨えごま油
１１４ｇ×５本
消費期限：飛騨えごま油：３００日
飛騨地方の伝統食材、「飛騨え
ごま」１００％。飛騨地方ではえご
まを「あぶらえ」と呼び、おはぎ、
和え物、五平餅など伝統的な食材と
して使用してきました。◆発送：飛
騨古川 さくら物産館
0577‐73‐7770

21217

50,000円
【容量】奥飛騨原水２L×６本を月
１回お届け 計6回（半年間） tru
enews(トゥルーニュース)コラボ商
品！悠久の時間までも感じられる、
飛騨の環境でしか湧出されない天然
水を是非どうぞ。◆発送：株式会社
コラジー・ギフ 0578-83-1123

50,000円
【容量】肩ロース肉500ｇ＋当店オ
リジナル熟成飛騨牛カレー1箱もし
くは牛すじ煮込み1箱をセットでお
送りします。しゃぶしゃぶはもちろ
ん、アスパラ巻などアレンジでもお
召し上がりいただけます。 消費期
限：商品到着後、冷蔵３日・冷凍保
存３０日。◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

50,000円
【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク5等級飛騨牛のもも肉のレア部
位『ランプ』『イチボ』『心芯』の
ステーキ各1枚 計3枚約450gのセッ
トをお届け。希少で人気の高いもも
肉ステーキを是非ご堪能ください。
消費期限：３０日（冷凍－１８℃
以下にて保存した場合）。解凍後は
２日以内。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

岐阜県

飛騨牛最高ランク5等級究極のレア
部位ミスジステーキ3枚約390ｇ飛騨
市推奨特産品古里精肉店[F0039]

50,000円

米定期便こしひかり特別栽培米5kg
×6か月合計30kg若手農家こだわり
のお米［F0040］

50,000円

ワンストップ付節水シャワーヘッド
＆ホースセット[F0041]

51,000円

飛騨市

キッチン水栓用シャワーパイプ［F0
042］

51,000円

【容量】飛騨市の畜産農家が出荷し
た飛騨市生まれ飛騨市育ちの最高ラ
ンク5等級飛騨牛の究極のレア部位
『ミスジ』ステーキ3枚 約390ｇ
消費期限：３０日（冷凍－１８℃以
下にて保存した場合）。解凍後は２
日以内。解凍後は２日以内。サクッ
とした触感で濃厚な味わいの部位で
すが、1頭の飛騨牛からはステーキ
約10枚しか取れない希少部位です。
◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

【容量】飛騨産
特別栽培米コシヒカリ 5kg×6ヶ月
定期便にてお届け
消費期限：約2か月 標高500m 自
然豊かな飛騨の土地で作りました。
炊きたてのいいにおい、噛んでもっ
ちり粘り気のあるお米です。◆発送
：池本農園 0577‐75‐2178
※令和元年12月・1月より順次発送

【容量】品番：PZS315TS‐2 ・ワ
ンストップ付節水シャワーヘッド（
メッキタイプ） ・シャワーホース
（メタリック色1.6ｍ） ・減圧弁
・他社対応アタッチメント※ＴＯ
ＴＯ、ＬＩＸＩＬ（ＩＮＡＸ）、Ｍ
ＹＭ、三栄水栓、カクダイなどの逆
止弁付のシャワー水栓に取付可能で
す。◆発送：株式会社ＫＶＫ
0574‐55‐1170

【容量】キッチン用シャワーパイプ
（品番：PZ5000FHPT）
一式・ホース長さ 約600mm※既設
水栓パイプ取付ネジ規格が【Ｗ26‐
20】の場合に限り取付できます。岐
阜の水栓金具メーカー老舗ＫＶＫが
開発した壁付けキッチン水栓用シャ
ワーパイプです。◆発送：株式会社
ＫＶＫ 0574‐55‐1170

八ツ三館でちょっと優雅なランチタ
イム 飛騨牛ステーキランチ招待券
［F0014］

八ツ三館でちょっと優雅なランチタ
イム 飛騨とらふぐ＆季節の会席ラ
ンチ招待券［F0015］

飛騨牛 サーロインステーキ
4等級2回お届け 古里精肉店謹製
[G0013]

飛騨牛 リブロースしゃぶしゃぶ用
熟成肉『山勇牛』500g［G0005］

54,000円

54,000円

60,000円

60,000円

【容量】ペア飛騨牛ステーキランチ
招待券 創業安政年間の老舗料亭旅
館。こだわりの職人がひと手間かけ
た旬味地味を出来たてで、１品ずつ
お楽しみいただけます。※除外日：
年末年始・ゴールデンウイーク・お
盆・シルバーウイーク・古川祭等の
イベント日など※全客室禁煙◆発送
：料亭旅館 八ツ三館
0577-73-2121

【容量】ペア飛騨とらふぐ＆季節の
会席ランチ招待券 創業安政年間の
老舗料亭旅館。こだわりの職人がひ
と手間かけた旬味地味を出来たてで
、１品ずつお楽しみいただけます。
※除外日：年末年始・ゴールデンウ
イーク・お盆・シルバーウイーク・
古川祭等のイベント日など※全客室
禁煙◆発送：料亭旅館 八ツ三館
0577-73-2121

【容量】飛騨牛《上級ランク》4等
級サーロインステーキ200gを2枚 1
ヶ月に1回（2ヶ月間）お届けいたし
ます。計4枚。 消費期限：30日（
冷凍-18℃以下で保存された場合）
解凍後は2日以内。 5等級よりも控
えめな霜降りです。ぜひ2ヶ月ご堪
能ください。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】リブロースしゃぶしゃぶ用
５００ｇ＋当店オリジナル熟成飛騨
牛カレー1箱もしくは牛すじ煮込み1
箱をセットでお送りします。
消費期限：発送日含め３日
到着後冷凍保存で３０日 月齢29か
月以上のＡ４・Ａ５等級黒毛和牛を
３０日以上熟成させた特別な飛騨牛
『山勇牛』。 ◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

飛騨牛 リブロース すき焼き用
熟成肉『山勇牛』 500g［G0006］

飛騨牛 ランプブロック
熟成肉『山勇牛』［G0007］

飛騨牛 ミスジブロック
熟成肉『山勇牛』［G0008］

飛騨牛 イチボブロック
熟成肉『山勇牛』［G0009］

60,000円
【容量】『山勇牛』リブロースすき
焼き用500ｇ（４～6人前）＋当店オ
リジナル熟成飛騨牛カレー1箱もし
くは牛すじ煮込み1箱をセットでお
送りします。背中に位置する最も大
きな霜降りの部位。脂肪風味が濃厚
でカブリとロース芯の2種類の霜降
りが味わえます。
消費期限：商品発送日含め3日
冷凍保存30日◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929
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60,000円
【容量】「山勇牛」ランプブロック
５００ｇ(４～６人前)＋当店オリ
ジナル熟成飛騨牛カレー1箱もしく
は牛すじ煮込み1箱をセットでお送
りします。奥深く濃厚な旨みが感じ
られ、また香りが高く、もも肉の中
でも柔らかな赤身の部位です。
消費期限：約３日
冷凍保存３０日◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

60,000円
【容量】「山勇牛」ミスジブロック
５００ｇ(４～６人前)＋当店オリ
ジナル熟成飛騨牛カレー1箱もしく
は牛すじ煮込み1箱をセットでお送
りします。肩甲骨の内側に位置し、
一頭から３ｋｇほどしか取れない稀
少部位です。 消費期限：約３日
冷凍保存３０日◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

60,000円
【容量】「山勇牛」イチボブロック
５００ｇ(４～６人前)＋当店オリ
ジナル熟成飛騨牛カレー1箱もしく
は牛すじ煮込み1箱をセットでお送
りします。ランイチとも呼ばれるも
もにあてサシが入る稀少部位です。
消費期限：約３日
冷凍保存３０日◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

岐阜県

みまもり訪問サービス（６ケ月間）
[G0011]

60,000円

熟成飛騨牛『山勇牛』サーロインス
テーキ250g×2枚飛騨の牧場で育っ
た『山勇牛』［F0038］

60,000円

≪事前予約≫新米定期便こしひかり
5kg×8ヵ月 金賞受賞農家の飛騨産
コシヒカリ［G0015］

64,000円

飛騨市

≪特典付≫お食事券 人気のスッポ
ン鍋で体の底から美しく！！[G0003
]

67,000円

【容量】6か月間 ふるさと飛騨市
で暮らす親御さん等のご自宅に、郵
便局社員等が毎月１回訪問し、生活
状況を確認して、その結果をご家族
様へお知らせするサービスです。
みまもりサービスに関する問合せ：
日本郵便株式会社（電話0120-23-28
-86）平日8:00～22:00土・日・休日
9:00～22:00

【容量】飛騨牛 『山勇牛』サーロ
インステーキ250g×2枚合計500g
肉の王様と言われるサーロイン。そ
の中でも山勇牛の最高は格別です。
消費期限：商品発送日含め3日・
到着後冷凍保存30日 「安心してお
肉を食べてもらいたい。」その思い
からはじめた、繁殖から肥育までを
一貫して行う山勇畜産こだわりの飛
騨牛です。 発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

【容量】飛騨産コシヒカリ５ｋｇ×
8ヵ月（令和元年度 新米） 飛騨
市の豊かな環境の中で育てたお米の
芳醇な香り、粘りのある食感をお楽
しみください。ご注文いただいてか
ら丁寧に精米いたします。◆みつわ
農園 0577-75-3201 ※2019年10月
末～収穫次第順次発送、申込期限：
2019年12月31日まで

【容量】平湯温泉の豊富な温泉で育
った、ナガセスッポン養殖場のスッ
ポンを調理したスッポンのコースで
す。スッポン鍋・焼き物・揚げ物・
茶碗蒸し・肝・生血のりんごジュー
ス割・雑炊など、臭味はなく美味し
くお召し上がりいただけます。※年
末年始、古川祭などイベントに伴う
除外日がございます。予めお電話に
てご予約日をご確認願います。◆発
送：料理旅館 蕪水亭
０５７７－７３－２５３１

＜牧成舎＞定期お届けセットA（5か
月間コース）[G0001]

＜牧成舎＞指定日に商品が受けとれ
る！飛騨の４種の乳製品選べるギフ
トチケット（5回分）[G0018]

飛騨牛 5等級 サーロイン
すき焼き用厚切り６００ｇ
古里精肉店謹製[H0001]

飛騨牛 5等級 リブロース
すき焼き用厚切り７００ｇ
古里精肉店謹製[H0002]

67,000円

69,000円

70,000円

70,000円

【容量】＜アイスクリームセット＞
×2回＜牛乳・ヨーグルト・チーズ
セット＞×2回＜冷凍ピザセット＞
×１回の組み合わせ アイスクリー
ムと冷凍ピザは冷凍、牛乳・ヨーグ
ルト・チーズセットは冷蔵で発送致
します。 原料は自社牧場と契約酪
農家の新鮮な飛騨のミルクで作った
、飛騨の昔から親しまれている牛乳
屋「牧成舎」オススメのセット。◆
発送：有限会社 牧成舎
0577-73-2226

【容量】チーズセット、牛乳＆ヨー
グルト＆チーズセット、最中アイス
セット、チーズたっぷりピザセット
の中から１つ選ぶことができる注文
書を5枚分お送りいたします。注文
書ご利用期間：発行から1年間。注
文書の「ご依頼主様」はふるさと納
税ご契約者様指定で作成いたします
のでご了承お願い致します。◆発送
：有限会社牧成舎 0577-73-2226

【容量】飛騨牛最高ランク5等級サ
ーロインの本格すき焼き用厚切り
計600g 消費期限は30日です（冷凍
-18℃以下で保存された場合）。解
凍後は2日以内。 本格すき焼き用
に厚くスライスいたしました。究極
の贅沢をご堪能ください。◆発送：
古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】飛騨牛上最高ランク5等級
リブロインの本格すき焼き用厚切り
計700g 消費期限は30日（冷凍-18
℃以下で保存された場合）。解凍後
は2日以内。 本格すき焼き用に厚
くスライスいたしました。究極の霜
降りをご堪能ください。◆発送：古
里精肉店 ０５７７-７３-２０１６

飛騨牛超レア部位4等級以上のトモ
三角ブロック1kg
古里精肉店謹製[H0003]

飛騨牛 リブロインステーキ
最高級5等級3枚計800ｇ[H0004]

飛騨牛 サーロインステーキ 最高
級5等級3枚で計750g飛騨市推奨特産
品 古里精肉店謹製[H0005]

飛騨牛上級ランク４等級のシャトー
ブリアンステーキ
古里精肉店謹製[I0001]

70,000円
【容量】飛騨牛４等級以上ランク
希少部位・とも三角のブロック1kg
消費期限は30日（冷凍-18℃以下
で保存された場合）解凍後は2日以
内。 モモ肉の旨みに加え美しい霜
降りの味わいをステーキ・ロースト
ビーフでご堪能ください。◆発送：
古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

21217

70,000円
【容量】飛騨牛5等級のリブロイン
ステーキ3枚で計800g 消費期限は3
0日（冷凍-18℃以下で保存された場
合）解凍後は2日以内。 通の方へ
お勧めの霜降りを極めたリブロイン
ステーキです。お口の中に広がる旨
み柔らかさをご堪能ください。◆発
送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

70,000円
【容量】飛騨牛5等級のサーロイン
ステーキ3枚で計750g
消費期限
は30日（冷凍-18℃以下で保存され
た場合）解凍後は2日以内。サーの
称号を与えられた特選部位サーロイ
ンステーキです。お口の中に広がる
旨み柔らかさをご堪能ください。◆
発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

80,000円
【容量】飛騨牛の上級ランク４等級
のシャトーブリアンステーキ３枚で
計４５０ｇ 消費期限は30日（冷凍
-18℃以下で保存された場合）解凍
後は2日以内。 飛騨牛の中でもこ
の希少部位は別格です。お口の中に
広がる旨み、柔らかさをご堪能くだ
さい。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

岐阜県

飛騨牛 サーロインすき焼き用
熟成肉『山勇牛』 500ｇ［I0009］

80,000円

飛騨牛 サーロインしゃぶしゃぶ用
熟成肉『山勇牛』 500ｇ［I0010］

80,000円

飛騨牛焼肉
[I0006]

飛騨市推奨特産品

80,000円

飛騨市

飛騨えごま油ソフトカプセル・飛騨
えごま煎餅［I0007］

80,000円

【容量】サーロイン500ｇ＋当店オ
リジナル熟成飛騨牛カレー1箱もし
くは牛すじ煮込み1箱をセットでお
送りします。すき焼き・網焼きなど
でお召し上がりください。 消費期
限：商品到着後、冷蔵３日・冷凍保
存３０日。◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

【容量】サーロイン500ｇ＋当店オ
リジナル熟成飛騨牛カレー1箱もし
くは牛すじ煮込み1箱をセットでお
送りします。しゃぶしゃぶはもちろ
ん、アスパラ巻などアレンジでもお
召し上がりください。 消費期限：
商品到着後、冷蔵３日・冷凍保存３
０日。◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

【容量】飛騨牛リブロース１㎏
消費期限：発送日含30日間 飛騨牛
販売指定店307号及飛騨牛料理指定
店5267号の両方の認定をうけた飛騨
で唯一の専門店です。当ホテルで扱
う飛騨牛は、「飛騨市推奨特産品」
にも認定されております。◆発送：
飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

【容量】・飛騨えごま油ソフトカプ
セル 60粒入り
12袋（賞味期限2年）
・飛騨えごま煎餅
1袋（賞味期限90日） カプセルは
飛騨地方で栽培された「えごま」を
国内で搾油した安心の純国産油に、
抗酸化素材アスタキサンチンを配合
したオメガ３サプリメントです。◆
発送：飛騨古川 さくら物産館
0577-73-7770

飛騨えごま健康セットB［I0011］

飛騨牛5等級シャトーブリアンステ
ーキ2枚 飛騨市推奨特産品古里精
肉店謹製[I0015]

囲炉裏の宿飛騨ともえホテル
ペア宿泊券［I0004］

「白真弓」大吟醸詰め合わせ[I0005
]

80,000円

80,000円

84,000円

86,000円

【容量】・飛騨えごま油ソフトカプ
セル６０粒入り×７袋
・飛騨えごま油１１４ｇ×３本
・飛騨えごま煎餅１２枚入り×１袋
・飛騨えごまドレッシング和風醤
油２００ｍｌ１本 消費期限：飛騨
えごま油ソフトカプセル：１年半
飛騨えごま油：１０か月
飛騨えごま煎餅：５か月 飛騨えご
まドレッシング和風醤油：５か月◆
発送：飛騨古川 さくら物産館
0577‐73‐7770

【容量】最高ランク5等級飛騨牛の
大人気レア部位シャトーブリアンの
ステーキ2枚で約300gをお届け ３
０日（冷凍－１８℃以下にて保存し
た場合）。解凍後は２日以内。 1
頭の飛騨牛からわずか10枚ほどしか
取れない希少部位の極上ステーキを
ご堪能ください。◆発送：古里精肉
店 ０５７７-７３-２０１６

【容量】２名１室（洋室）ご利用
１泊２食付ペア宿泊券 夕食は郷土
料理をメインとした会席料理です。
※年末年始、古川祭など除外日がご
ざいます。 飛騨の自然が育んだ河
ふぐや飛騨牛すべてが味わえる会席
料理です。囲炉裏端のお席にてお楽
しみいただけます。◆発送：飛騨と
もえホテル 0577‐73‐2056

【容量】・白真弓大吟醸斗びん取り
真1.8リットル×１本
・白真弓純米大吟醸
誉1.8リットル×１本
・白真弓吟醸
山田錦1.8リットル×１本
・白真弓大吟醸雫酒
和0.5リットル×１本 白真弓の杜
氏の技の最高峰「大吟醸・吟醸」を
取り揃えました。◆発送：有限会社
蒲酒造場 0577-73-3333

飛騨牛 ブロック
リブ芯ロース肉600g 飛騨の牧場で
育った熟成『山勇牛』［J0005］

飛騨牛
5等級リブロースステーキ5枚
計１ｋｇ[J0002]

飛騨牛 5等級サーロインステーキ
面が半分厚さ2倍で約200g5枚 1kg
古里精肉店謹製[J0001]

飛騨牛
リブ芯ロースステーキ200g×3
熟成肉『山勇牛』［J0006］

90,000円
【容量】『山勇牛』リブ芯ロースブ
ロック 500g（4～6人前）＋当店オ
リジナル熟成飛騨牛カレー1箱もし
くは牛すじ煮込み1箱をセットでお
送りします。 ※消費期限は冷蔵保
存で3日、冷凍保存で1ヶ月です。
牛の血統にこだわり与える餌にこだ
わり、そして雌牛にこだわり熟成に
こだわった、ここにしかない究極の
『山勇牛』をお届けいたします。◆
発送：山勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929
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90,000円
【容量】山勇畜産の一貫生産飛騨牛
の≪最高ランク５等級≫リブロース
ステーキ５枚（約１ｋｇ）をお届け
いたします。 消費期限は３０日（
冷凍－１８℃以下にて保存した場合
）。解凍後は２日以内。飛騨牛専門
店古里精肉店が≪最高ランク５等級
≫にこだわり、自信を持ってお届け
する絶品リブロースステーキです。
◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

90,000円
【容量】サーロインステーキ
200g×5枚 計1kg 消費期限は30日
（冷凍-18℃以下で保存された場合
）解凍後は2日以内。飛騨牛専門店
、古里精肉店のタイアップ牧場『山
勇畜産』で一貫生産されたこだわり
『山勇飛騨牛』の5等級サーロイン
を、厚さを重視し、通常の面をハー
フ、厚さが2倍のステーキに仕上げ
ました。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

90,000円
【容量】『山勇牛』リブ芯ロースス
テーキ200ｇ×３枚＋当店オリジナ
ル熟成飛騨牛カレー1箱もしくは牛
すじ煮込み1箱をセットでお送りし
ます。 消費期限：商品到着後、冷
蔵３日・冷凍保存３０日。 背中に
位置する最も大きな霜降りの部位。
脂肪風味が濃厚でカブリとロース芯
の2種類の霜降りが味わえます。◆
発送：山勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

岐阜県

《事前予約制》新米特別栽培米
いのちの壱 5kg×6ヶ月定期便合計
30kg飛騨産［J0008］

90,000円

旬菜の宿 ＨＯＴＥＬ季古里
１泊２食付ペア宿泊券［J0007］

90,000円

飛騨市推奨特産品 山勇畜産の飛騨
牛5等級サーロイン７００ｇ
古里精肉店謹製[J0003]

90,000円

飛騨市

飛騨牛サーロインリブロインステー
キ 5等級4等級各1枚約200ｇ
計4枚800g[J0004]

90,000円

【容量】飛騨産いのちの壱5kg×1袋
（平成30年産新米）＋飛騨の漬物「
めしどろぼ漬」1袋を６ヶ月間定期
発送します。※精米について品種の
特性上９分つきとなっています。「
いのちの壱」は、平成12年（2000年
）に飛騨で栽培が始まった新品種。
大粒（コシヒカリの1.5倍）で香り
が良く、粘りと弾力にに優れていま
す。◆発送：クオリティ飛騨
0577-75-2455

【容量】２名１室（洋室）利用
１泊２食付ペア宿泊券 ・夕食・・
・飛騨牛や旬の野菜、鮮魚を使った
会席料理 ・朝食・・・朴葉みそ、
山菜等を使った山里の和食
除外日（4/14,15 4/19,20
4/29~5/4 8/10~8/15 10/8,9 12/
29~1/3）※入湯税は別途必要です。
◆発送：旬菜の宿 HOTEL季古里
0577-75-3311

【容量】一貫生産のこだわり『山勇
畜産の飛騨牛５等級限定』サーロイ
ンステーキ用７００gブロック 30
日（冷凍〈－18℃〉にて保存した場
合）解凍後は2日以内。直販店なら
ではの商品です。お好みの厚さでお
召し上がりください。◆発送：古里
精肉店 0577‐73‐2016

【容量】『山勇飛騨牛』５等級と４
等級のサーロインとリブロースのス
テーキ４枚１セット約８００ｇ 消
費期限は30日（冷凍-18℃以下で保
存された場合）解凍後は2日以内。
直販店ならではの商品です。皆さん
で食べ比べてみてください。◆発送
：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

《定期便》米新米こしひかり金賞農
家の飛騨産コシヒカリ10kg×6ヶ月
（60kg）［J0010］

飛騨牛サーロインのステーキ5枚セ
ット A5等級 約1kg
古里精肉店謹製[K0036]

飛騨牛 サーロインブロック
熟成肉『山勇牛』［K0026］

日本そばそば蕎麦乾麺200g×23袋2
回送付定期便飛騨奥飛騨朴念そば[K
0003]

90,000円

100,000円

600g

100,000円

100,000円

【容量】飛騨産コシヒカリ（令和元
年度米）10kg×6ヶ月（60kg） 東
洋ライス主催の”世界最高米”の原
料米として選ばれた、世界トップク
ラスの米農家『みつわ農園』の飛騨
産コシヒカリの定期便です。※収穫
次第、10月末以降に順次発送。◆発
送：みつわ農園 0577-75-3201

【容量】飛騨市の畜産農家によって
一貫生産された選りすぐりの飛騨牛
のサーロインを贅沢に堪能できる5
枚セット。 消費期限：冷凍で30日
、解凍後2日◆発送：古里精肉店
0577-73-2016

【容量】『山勇牛』サーロインブロ
ック 600g＋当店オリジナル熟成飛
騨牛カレー1箱もしくは牛すじ煮込
み1箱をセットでお送りします。味
・香り・食感の良さから、ロイン（
背中の部位）の中でサーの称号を得
た霜降り部位です。消費期限：冷蔵
保存で3日、冷凍保存で1ヶ月。◆発
送：山勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

【容量】そば乾麺（200g）２３袋×
年２回送付〈通常１２月（新そば）
・７月〉に分けて送付
そばメニュー表同封
賞味期限：１８０日 食べ飽きない
よう、「そば乾麺１カ月（３１種）
メニュー表」も同封します。◆発送
：奥飛騨朴念そばの会
080-2669-1818

飛騨牛シャトーブリアンステーキ4
等級2枚300ｇテート2枚320ｇ計4枚[
K0006]

飛騨牛 霜降り＆赤身すき焼きハー
フ＆ハーフ１㎏ 飛騨市推奨特産品
[K0021]

飛騨牛
サーロインステーキ200g×3枚
熟成肉『山勇牛』［K0027］

飛騨牛 サーロインとリブロースの
ステーキ食べ比べ古里精肉店謹製
飛騨市推奨特産品[K0007]

100,000円
【容量】4飛騨牛４等級のヒレステ
ーキ（テート）２枚（約３２０ｇ）
とシャトーブリアンステーキ２枚（
約３００ｇ）、計４枚のセット。
消費期限：30日（冷凍-18℃以下で
保存された場合）解凍後は2日以内
。地元でも入手困難な飛騨牛のヒレ
肉！１頭から僅かしか取れない希少
部位をご堪能ください。◆発送：古
里精肉店 0577‐73‐2016

21217

100,000円
【容量】飛騨牛リブロース500ｇ＆
飛騨牛モモ500ｇ
消費期限：発送日含め30日間 飛騨
牛販売指定店307号及び飛騨牛料理
指定店5267号の両方の認定をうけた
飛騨で唯一の専門店です。当ホテル
で扱う飛騨牛は、「飛騨市推奨特産
品」にも認定されております。◆発
送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

100,000円
【容量】サーロイン（200ｇ）3枚＋
当店オリジナル熟成飛騨牛カレー1
箱もしくは牛すじ煮込み1箱をセッ
トでお送りします。。味・香り・食
感の良さから、ロイン（背中の部位
）の中でサーの称号を得た霜降り部
位。 消費期限：商品到着後、冷蔵
３日・冷凍保存３０日。◆発送：山
勇牛一貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

100,000円
【容量】一貫生産のこだわり『山勇
飛騨牛』の４等級のサーロインとリ
ブロースのステーキそれぞれ３枚で
計６枚、約１２００ｇ 消費期限：
30日（冷凍-18℃以下で保存された
場合）解凍後は2日以内。直販店な
らではの商品です。皆さんで食べ比
べてみてください。◆発送：古里精
肉店 0577-73-2016

岐阜県

飛騨牛リブロースステーキ5等級4等
級食べ比べ飛騨市推奨特産品
古里精肉店謹製[K0010]

100,000円

《定期便》奥飛騨原水２L×６本
月１回お届け 計12回[K0037]

100,000円

飛騨牛
熟成肉『山勇牛』ヒレステーキ フ
ィレステーキ30日以上熟成［K0042
］

100,000円

飛騨市

飛騨牛5等級山勇畜産のシャトーブ
リアンステーキ2枚飛騨市推奨特産
品古里精肉店謹製[K0066]

100,000円

【容量】一貫生産のこだわり『山勇
飛騨牛』の５等級と４等級のリブロ
ースステーキをそれぞれ３枚で計６
枚、約１２００ｇ 消費期限：30日
（冷凍-18℃以下で保存された場合
）解凍後は2日以内。直販店ならで
はの商品です。皆さんで食べ比べて
みてください。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】奥飛騨原水２L×６本を月
１回お届け 計12回（1年間） tru
enews(トゥルーニュース)コラボ商
品！悠久の時間までも感じられる、
飛騨の環境でしか湧出されない天然
水を是非どうぞ。◆発送：株式会社
コラジー・ギフ 0578-83-1123

【容量】150ｇ×３（３～４人前）
牛肉の部位の中で最も柔らかく内
臓側に位置するため、運動量がない
のでキメの細かく独特の風味を持つ
部位。ステーキ・焼肉等におすすめ
の部位です。 消費期限：約３日
冷凍保存３０日◆発送：山勇牛一貫
株式会社一貫亭 0577‐73‐3929

【容量】山勇畜産育ち 最高ランク
5等級飛騨牛の大人気レア部位シャ
トーブリアンのステーキ2枚で約300
gをお届け 消費期限：３０日（冷
凍－１８℃以下にて保存した場合）
。解凍後は２日以内。1頭の飛騨牛
からわずか10枚ほどしか取れない希
少部位の極上ステーキをご堪能くだ
さい。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

米定期便特別栽培米コシヒカリ10kg
×6ヶ月若手農家のこだわりのお米
［K0070］

飛騨牛 サーロインステーキ
5等級 古里精肉店謹製[K0008]

サイドテーブル メープル材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0043]

サイドテーブル オーク材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0044]

100,000円

110,000円

110,000円

110,000円

【容量】飛騨産
特別栽培米コシヒカリ 10kg×6ヶ
月定期便にてお届けします。
消費期限：約2か月 標高500m 自
然豊かな飛騨の土地で作りました。
炊きたてのいいにおい、噛んでもっ
ちり粘り気のあるお米です。◆発送
：池本農園 0577‐75‐2178

【容量】山勇畜産の一貫生産飛騨牛
の≪最高ランク５等級≫サーロイン
ステーキ５枚（約１ｋｇ）をお届け
いたします。消費期限：３０日（冷
凍－１８℃以下にて保存した場合）
。解凍後は２日以内。 飛騨牛専門
店古里精肉店が≪最高ランク５等級
≫にこだわり、自信を持ってお届け
する絶品サーロインステーキです。
◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

【容量】型番：ST-45 カラー：BP/
NP2色からお選びいただき、備考欄
にご記入ください。
商品内容：サイドテーブル 1台
主材：メープルウレタン塗装
サイズ：W450×D320×H560天厚20
ライフスタイルに合わせて自由に使
う。生活の中での様々な”使う”に
ご使用ください。◆発送：株式会社
イバタインテリア 0577-75-2502

【容量】型番：ST-45
カラー：D
B/RFO※2色からお選びいただき、備
考欄にご記入ください。
商品内容：サイドテーブル １台
主材：オークウレタン塗装
サイズ：W450×D320×H560 ライフ
スタイルに合わせて自由に使う。生
活の中での様々な”使う”にご使用
ください。◆発送：株式会社イバタ
インテリア 0577-75-2502

サイドテーブル オーク材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0051]

《期間限定》飛騨牛ステーキセット
サーロイン・フィレステーキ熟成肉
『山勇牛』［K0035］

みまもり訪問サービス（12ケ月間）
[K0034]

飛騨牛シャトーブリアン2枚300gと
テート2枚320g最高級5等級飛騨市推
奨特産品 古里精肉店謹製[K0009]

114,000円
【容量】型番：ST-155 KB
商品内容：サイドテーブル １台
主材：オークウレタン塗装
サイズ：W550×D350×H570 数少な
い『飛騨の家具』認定企業のである
家具メーカー『イバタインテリア。
』移動もラクラク、気楽に使えるサ
イドテーブルです。◆発送：株式会
社イバタインテリア 0577-75-2502

21217

120,000円
【容量】飛騨牛のなかでも選りすぐ
りの雌牛を30日以上熟成した『山勇
牛』の最高級部位サーロインステー
キ200g×2枚、フィレステーキ120g
×2枚のセット
消費期限：発送日含め3日 商品到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

120,000円
【容量】利用期間 12か月間 ふる
さと飛騨市で暮らす親御さん等のご
自宅に、郵便局社員等が毎月１回訪
問し、生活状況を確認して、その結
果をご家族様へお知らせするサービ
スです。◆みまもりサービスに関す
る問合せ：日本郵便株式会社（電話
0120-23-28-86）平日8:00～22:00土
・日・休日9:00～22:00

120,000円
【容量】飛騨牛５等級のヒレステー
キ（テート）２枚（約３２０ｇ）と
シャトーブリアンステーキ２枚（約
３００ｇ）、計４枚のセット。 消
費期限は30日（冷凍-18℃以下で保
存された場合）解凍後は2日以内。
地元でも入手困難な飛騨牛のヒレ肉
！１頭から僅かしか取れない希少部
位をご堪能ください。◆発送：古里
精肉店 0577‐73‐2016

岐阜県

飛騨牛5等級シャトーブリアンステ
ーキ3枚 飛騨市推奨特産品古里精
肉店謹製[K0065]

120,000円

≪事前予約制≫新米定期便こしひか
り10kg×8ヵ月金賞受賞農家の飛騨
産コシヒカリ［K0068］

120,000円

キッチン用シングルレバー式シャワ
ー混合水栓［K0071］

123,000円

飛騨市

ダイニングチェア（肘無の椅子）オ
ーク材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0059]

127,000円

【容量】最高ランク5等級飛騨牛の
大人気レア部位シャトーブリアンの
ステーキ3枚で約450gをお届け 消
費期限：３０日（冷凍－１８℃以下
にて保存した場合）。解凍後は２日
以内。1頭の飛騨牛からわずか10枚
ほどしか取れない希少部位の極上ス
テーキをご堪能ください。◆発送：
古里精肉店 0577‐73‐2016

【容量】飛騨産コシヒカリ１０ｋｇ
×８ヵ月（令和元年度 新米） 飛
騨市の豊かな環境の中で育てたお米
の芳醇な香り、粘りのある食感をお
楽しみください。ご注文いただいて
から丁寧に精米いたします。
※2019年10月末～収穫次第順次発送
申込期限：2019年12月31日まで◆
みつわ農園 0577-75-3201

【容量】シングルレバー式シャワー
混合水栓（品番：KM5021TEC） 一
式※工事対応はさせていただいてお
りません。設置につきましては、お
近くの水道設備業者様にご相談くだ
さい。※取付穴径Φ36～Φ38 岐阜
の水栓金具メーカー老舗ＫＶＫが開
発したキッチン用水栓です。◆発送
：株式会社ＫＶＫ 0574-55⁻1170

【容量】型番：DCA-140（肘無）
カラー：DB/RFO（2色から選べます
） 張地：BT-YG商品内容：ダイニ
ングチェア完成品1脚主材：オーク
材ウレタン塗装
サイズ：W480×D550×H845 SH425
座/カバーリング仕様メッシュウ
ェビング仕様 椅子の出し入れや、
お掃除の際の移動がラクな重量。◆
発送：株式会社イバタインテリア
0577-75-2502

サイドテーブル ウォルナット材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0045]

サイドテーブル
ブラックチェリー材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0046]

＜牧成舎＞定期お届けセットB（5か
月間コース）[K0001]

＜牧成舎＞指定日に商品が受けとれ
る！飛騨の４種の乳製品選べるギフ
トチケット（10回分）[K0077]

127,000円

127,000円

130,000円

134,000円

【容量】型番：ST-45 カラー：BW
商品内容：サイドテーブル １台
主材：ウォルナットウレタン塗装
サイズ：W450×D320×H560 ライフ
スタイルに合わせて自由に使う。生
活の中での様々な”使う”にご使用
ください。◆発送：株式会社イバタ
インテリア 0577-75-2502

【容量】型番：ST-45 CH
商品内容：サイドテーブル １台
主材：ブラックチェリーウレタン塗
装 サイズ：W450×D320×H560 リ
ビングで寛ぎながら、ノートパソコ
ン/ちょっとしたデスクワーク、ソ
ファの横に差し込んで肘置きに/多
用途に使えてコンパクトなデザイン
。◆株式会社イバタインテリア
0577-75-2502

【容量】＜アイスクリーム＆牛乳・
ヨーグルト・チーズセット＞×3回
＜冷凍ピザ＆牛乳・ヨーグルト・チ
ーズセット＞×2回の組み合わせ
飛騨の牛乳やオススメの乳製品を５
か月間楽しめるセット。セット商品
を１か月に１回（５か月間）お届け
いたします。◆発送：有限会社
牧成舎 0577-73-2226

【容量】「チーズ＆ソーセージ」、
「牛乳＆ヨーグルト＆チーズ」、「
最中アイス」、「チーズたっぷりピ
ザ」の中から1つ選ぶことができる
注文書を10枚分お送りいたします。
注文書ご利用期間：発行から1年間
注文書の「ご依頼主様」はふるさ
と納税ご契約者様指定で作成いたし
ますのでご了承をお願いいたします
。◆発送：有限会社 牧成舎
0577-73-2226

ダイニングチェア（肘無・キャスタ
ー付き椅子）オーク材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0057]

サイドテーブル メープル材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0047]

サイドテーブル オーク材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0048]

飛騨牛 ヒレステーキ（テート）
最高ランク5等級
飛騨市推奨特産品[K0011]

134,000円
【容量】型番：DCL-62（肘無）
GOE 張地：LUC35
商品内容：ダイニングチェア
完成品1脚 主材：オーク材
ウレタン塗装
サイズ：W475×D600×H795 SH370
背板/浮造り、ぼかし仕様 座ると
沈むキャスター付き。銀糸入りカバ
ー/抗菌・防臭・防カビ・静電気軽
減効果をもつ銀糸を編みこんであり
ます。◆株式会社イバタインテリア
0577-75-2502

21217

137,000円
【容量】型番：ST-60 カラー：BP/
NP（2色からお選びいただき、備考
欄に必ず記載ください。）
商品内容：サイドテーブル １台
主材：メープルウレタン塗装
サイズ：W600×D320×H560 多用途
に使えてコンパクトなデザイ生活の
中での様々な”使う”にご使用くだ
さい。◆発送：株式会社イバタイン
テリア 0577-75-2502

137,000円
【容量】型番：ST-60 カラー：DB/
RFO（2色からお選びいただき、必ず
記載ください。）
商品内容：サイドテーブル １台
主材：オークウレタン塗装
サイズ：W600×D320×H560 多用途
に使えてコンパクトなデザイ生活の
中での様々な”使う”にご使用くだ
さい。◆発送：株式会社イバタイン
テリア 0577-75-2502

140,000円
【容量】飛騨牛最高ランク５等級の
ヒレステーキ（テート）５枚（800
ｇ） 消費期限：30日（冷凍〈－18
℃〉で保存した場合）解凍後は、2
日以内。飛騨牛の赤身のなかでも希
少なこの部位は別格です。お口の中
に広がる赤身の旨み、柔らかさをご
堪能ください。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

岐阜県

日本酒 定期便 白真弓
四季めぐり（中びん）[K0020]

ダイニングチェア（肘無）ウォルナ
ット材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0074]

144,000円

140,000円

ダイニングチェア(肘無の椅子)オー
ク材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0054]

147,000円

飛騨市

飛騨牛サーロインステーキ こだわ
り『山勇飛騨牛』の５等級と４等級
の食べ比べ[K0012]

150,000円

【容量】1月大吟醸720ml、2月初に
ごり720ml、3月上撰白真弓720ml、4
月やんちゃ酒720ml、5月純米吟醸72
0ml、6月吟醸720ml、7月じゃんぱん
720ml、8月生酛純米720ml、9月秋純
米720ml、10月特別純米720ml、11月
極米芳醸720ml、12月しぼりたて生
原酒（各月２本）始めた月から1周
。消費期限：1年◆発送：有限会社
蒲酒造場 0577‐73‐3333

【容量】型番：DCA-216（肘無）BW
張地：HL-2275（合皮）
商品内容：ダイニングチェア
完成品1脚 主材：ウォルナット
ウレタン塗装
サイズ：W475×D540×H845 SH430
軽量設計（平均4.3kg）
座/ダイメトロール張 是非、『飛
騨の家具』のクオリティの高さ・デ
ザインをご体感ください。
◆発送：株式会社イバタインテリア
0577-75-2502

【容量】型番：DCL-49（肘無）
カラー：KB（ぼかし有）
張地：テール40
商品内容：ダイニングチェア 1脚
主材：オークウレタン塗装
サイズ：W565×D617×H775 SH370
ゆったり、のんびり、ワイドシート
ソフトな座り心地と通気性に優れ
たメッシュ張を施した快適仕様。◆
発送：株式会社イバタインテリア
0577-75-2502

【容量】一貫生産のこだわり『山勇
飛騨牛』の５等級と４等級のサーロ
インステーキをそれぞれ３枚で計６
枚、約1200ｇ。 消費期限は30日（
冷凍-18℃以下で保存された場合）
解凍後は2日以内。直販店ならでは
の商品です。皆さんで食べ比べてみ
てください。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

飛騨牛 ステーキ
サーロインとリブロースA5ランク
食べ比べ[K0013]

飛騨牛 5等級
サーロインとリブロイン
古里精肉店謹製 [K0014]

ダイニングチェア（肘無の椅子）ウ
ォルナット材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0073]

飛騨牛5等級山勇畜産のシャトーブ
リアンステーキ3枚飛騨市推奨特産
品古里精肉店謹製[K0067]

150,000円

150,000円

150,000円

150,000円

【容量】一貫生産のこだわり『山勇
飛騨牛』の５等級サーロインとリブ
ロースのステーキそれぞれ３枚で計
６枚、約１２００ｇ 消費期限は30
日（冷凍-18℃以下で保存された場
合）解凍後は2日以内。直販店なら
ではの商品です。ぜひ皆さんで食べ
比べてみてください。◆発送：古里
精肉店 0577‐73‐2016

【容量】飛騨牛5等級のｻｰﾛｲﾝﾌﾞﾛｯｸ8
50gとﾘﾌﾞﾛｲﾝﾌﾞﾛｯｸ850g、計1.7kg
消費期限は30日（冷凍-18℃以下で
保存された場合）解凍後は2日以内
。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】型番：DCA-140（肘無）BW
張地：BT-YG
商品内容：ダイニングチェア
完成品1脚 主材：ウォルナット
ウレタン塗装
サイズ：W480×D550×H845 SH425
椅子の出し入れや、お掃除の際の
移動がラクな重量。（平均6.0ｋｇ
） 是非、『飛騨の家具』のクオリ
ティの高さ・デザインをご体感くだ
さい。◆発送：株式会社イバタイン
テリア 0577-75-2502

【容量】山勇畜産育ち 最高ランク
5等級飛騨牛の大人気レア部位シャ
トーブリアンのステーキ3枚で約450
gをお届け。1頭の飛騨牛からわずか
10枚ほどしか取れない希少部位の極
上ステーキをご堪能ください。 消
費期限：３０日（冷凍－１８℃以下
にて保存した場合）。解凍後は２日
以内。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

リビングスツール オーク材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0052]

ダイニングチェア（肘付）オーク材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0058]

ペア宿泊券 文化財の宿 八ツ三館
季節の会席を楽しむ１泊２食
お部屋おまかせ［K0029］

《事前予約制》新米飛騨産特別栽培
米 いのちの壱
5kg×12ヶ月定期便［K0025］

154,000円
【容量】型番：スツール
カラー：KB/WR 2色からお選びいた
だき、必ずご記載ください。
商品内容：リビングスツール 1台
主材：オークウレタン塗装
サイズ：W630×D505×H395 ソファ
の前に置いて、脚を伸ばしてゆった
り寛いだり、一時的な椅子としても
ご使用いただけます。◆発送：株式
会社イバタインテリア
0577-75-2502

21217

157,000円
【容量】型番：DCA-140（肘付）
カラー：DB/RFO（2色から選べます
）張地：BT-YG商品内容：ダイニン
グアームチェア完成品1脚主材：オ
ーク材ウレタン塗装サイズ：W575×
D550×H845SH425AH630座/カバーリ
ング仕様メッシュウェビング仕様椅
子の出し入れや、お掃除の際の移動
がラクな重量。（平均6.0kg）◆発
送：株式会社イバタインテリア0577
-75-2502

160,000円
【容量】１泊２食 ぺア宿泊招待券
お夕食は個室料亭で、月替わりで
お楽しみいただく季節の会席をご堪
能いただきます。ご朝食は地元の食
材にこだわり、自家製柏葉味噌をは
じめ、昔からの飛騨の在郷料理をご
用意いたします。◆発送：料亭旅館
八ツ三館
０５７７－７３－２１２１

160,000円
【容量】飛騨産いのちの壱 ５㎏×
1袋（令和元年新米）＋飛騨の漬物
「めしどろぼ漬」１袋を１２ヶ月間
定期発送します。※精米について品
種の特性上９分つきとなっています
。「いのちの壱」は、大粒（コシヒ
カリの1.5倍）で香りが良く、粘り
と弾力にに優れています。※令和元
年10月中旬より順次発送◆発送：ク
オリティ飛騨 0577-75-2455

岐阜県

豪華♪プレミアム飛騨牛づくしプラ
ン 宿泊券[K0022]

160,000円

サイドテーブル ウォルナット材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0049]

160,000円

サイドテーブル
ブラックチェリー材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0050]

160,000円

飛騨市

バス用サーモスタット式シャワー混
合水栓［K0072］

163,000円

【容量】飛騨古川駅前・飛騨古川ス
ペランツァホテルの一泊二食付ペア
宿泊券です。ご夕食は、厳選した最
高品質の部位を惜しげもなく使用の
プレミアム飛騨牛づくしのコースで
す。ご朝食にも飛騨の食材をふんだ
んに使用した地産地消。名物朴葉み
そもご賞味頂けます。※有効期限は
180日間◆発送：飛騨古川スペラン
ツァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

【容量】型番：ST-60 カラー：BW
商品内容：サイドテーブル １台
主材：ウォルナットウレタン塗装
サイズ：W600×D320×H560 ライフ
スタイルに合わせて自由に使う。生
活の中での様々な”使う”にご使用
ください。◆発送：株式会社イバタ
インテリア 0577-75-2502

【容量】型番：ST-60 カラー：CH
商品内容：サイドテーブル１台 主
材：ブラックチェリーウレタン塗装
サイズ：W600×D320×H560 リビン
グで寛ぎながら、ノートパソコン/
ちょっとしたデスクワーク、ソファ
の横に差し込んで肘置きに/多用途
に使えてコンパクトなデザイン。◆
発送：株式会社イバタインテリア
0577-75-2502

【容量】サーモスタット式シャワー
混合水栓（品番：KF890S2） 一式
※工事対応はさせていただいており
ません。設置につきましては、お近
くの水道設備業者様にご相談くださ
い。 岐阜の水栓金具メーカー老舗
ＫＶＫが開発したバス用壁出しサー
モスタット水栓です。◆発送：株式
会社ＫＶＫ 0574-55-1170

ダイニングチェア（肘付・キャスタ
ー付の椅子）オーク材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0056]

飛騨名物「朴葉みそ」発祥の宿で本
場の郷土料理を堪能
１泊２食付ペア宿泊券[K0019]

ダイニングアームチェア（肘付）ウ
ォルナット材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0062]

ダイニングアームチェア（肘付の椅
子） オーク/ウォルナット材
イバタインテリア[k0064]

164,000円

170,000円

174,000円

174,000円

【容量】型番：DCA-62（肘付）GOE
張地：LUC35
商品内容：ダイニングアームチェア
完成品1脚 主材：オーク材
ウレタン塗装
サイズ：W605×D600×H795 SH370
AH560 背板/浮造り、ぼかし仕様
座ると沈むキャスター付き◆発送：
株式会社イバタインテリア
0577-75-2502

【容量】飛騨の郷土料理の代表格『
朴葉みそ』。当館二代目女将が考案
した当館発祥の料理です。香ばしい
匂いとごはんに良く合う味。食通で
知られる作家・池波正太郎先生も愛
した本場「蕪水亭」の『朴葉みそ』
をお楽しみください。※年末年始、
古川祭などイベントに伴う除外日が
ございます。予めお電話にてご予約
日をご確認願います。◆発送：料理
旅館蕪水亭
０５７７－７３－２５３１

【容量】型番：DCA-217（肘付）BW
張地：HL-2275（合皮）
商品内容：ダイニングアームチェア
完成品1脚 主材：ウォルナット
ウレタン塗装
サイズ：W575×D540×H845 SH430
AH620 軽量設計（平均4.3kg）
座/ダイメトロール張 『飛騨の家
具』のクオリティの高さ・デザイン
をご体感ください。◆発送：株式会
社イバタインテリア 0577-75-2502

【容量】型番：DCA-K184（肘付）WR
座面：板座（節入）
商品内容：ダイニングアームチェア
完成品1脚 主材：オーク/ウォルナ
ット（節入）ウレタン塗装
サイズ：W568×D545×H692 SH400
AH650
クラフト感溢れるツートンシリーズ
『飛騨の家具』のクオリティの高
さ・デザインをご体感ください。◆
発送：（株）イバタインテリア
0577-75-2502

ダイニングアームチェア（肘付の椅
子）オーク材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0053]

ダイニングアームチェア（肘付の椅
子）ウォルナット材 飛騨の家具
イバタインテリア[k0060]

飛騨牛 サーロインステーキ
飛騨市推奨特産品[K0023]

飛騨牛 シャトーブリアン 5等級
3回お届け 古里精肉店謹製飛騨市
推奨特産品[K0016]

174,000円
【容量】型番：DCL-49（肘付）
型番：DCL-49（肘付）
カラー：KB（ぼかし有）
張地：テール40
主材：オークウレタン塗装
商品内容：ダイニングアームチェア
1脚 サイズ：W635×D617×H775
SH370 AH570 ゆったり座れる、ワ
イドシート。◆発送：（株）イバタ
インテリア 0577-75-2502

21217

177,000円
【容量】型番：DCA-140（肘付）BW
張地：BT-YG
商品内容：ダイニングチェア
完成品1脚 主材：ウォルナット
ウレタン塗装
サイズ：W575×D550×H845 SH425
AH630 椅子の出し入れや、お掃除
の際の移動がラクな重量。（平均6.
0kg） 汚れても安心の簡単カバー
リング仕様。◆発送：（株）イバタ
インテリア 0577-75-2502

180,000円
【容量】飛騨牛サーロインステーキ
（250ｇ）５枚
消費期限：発送日含め30日間 飛騨
牛販売指定店307号及び飛騨牛料理
指定店5267号の両方の認定をうけた
飛騨で唯一の専門店です。当ホテル
で扱う飛騨牛は、「飛騨市推奨特産
品」にも認定されております。◆発
送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

180,000円
【容量】飛騨牛5等級のシャトーブ
リアンステーキ２枚で300ｇを、 1
ヶ月に1回（3ヶ月間）お届けいたし
ます。計6枚 消費期限：30日（冷
凍-18℃以下で保存された場合）解
凍後は2日以内。飛騨牛の中でも別
格な希少部位をご堪能ください。◆
発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

岐阜県

飛騨牛 シャトーブリアンステーキ
最高ランク5等級 2回お届け
古里精肉店謹製[K0017]

180,000円

飛騨牛 ヒレステーキ（テート）
3枚 シャトーブリアンステーキ3枚
5等級 古里精肉店謹製[K0018]

180,000円

飛騨古川桃源郷温泉旬菜の宿HOTEL
季古里
飛騨牛づくしプラン［K0030］

飛騨市

座椅子（肘無)オーク材
飛騨の家具
イバタインテリア[k0055]

180,000円

190,000円

【容量】飛騨牛最高ランク5等級の
シャトーブリアンステーキ3枚で450
ｇ 1ヶ月に1回（2ヶ月間）お届け
いたします。計6枚。 消費期限：3
0日（冷凍-18℃以下で保存された場
合）。解凍後は2日以内。飛騨牛の
中でもこの希少部位は別格です。お
口の中に広がる旨み柔らかさをご堪
能ください。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】飛騨牛５等級ヒレステーキ
（テート）３枚で４８０ｇとシャト
ーブリアンステーキ３枚で４５０ｇ
、計６枚のセット。消費期限：30日
（冷凍-18℃以下で保存された場合
）解凍後は2日以内。1頭からわずか
しか取れない希少部位をご堪能くだ
さい。◆発送：古里精肉店
０５７７-７３-２０１６

【容量】2名1室（洋室）利用 １泊
２食付ペア宿泊券です。※別途入湯
税150円が必要。 夕食：Ａ５等級
飛騨牛をふんだんに使った飛騨牛づ
くしの会席料理 朝食：朴葉みそ山
菜を使った山里の和食 ご予約はご
宿泊の7日前までにお願いします。
◆発送：株式会社飛騨ゆい 季古里
0577-75-3311

【容量】型番：ZL-40（肘無）GO（
ぼかし有） 張地：テール40
商品内容：座椅子 1脚
主材：オークウレタン塗装
サイズ：W607×D620×H485 SH95
木に慈しみ、木に癒される、匠の家
具。丹精こめた、端正な趣き、やす
らぎの家具。◆発送：（株）イバタ
インテリア 0577-75-2502

飛騨牛ブロック
[L0007]

飛騨牛リブロースステーキ最高ラン
ク5等級山勇畜産の一貫生産牛２回
お届け[L0001]

飛騨牛 サーロインステーキ
5枚計1㎏を2回お届け
山勇畜産こだわりの牛肉[L0004]

座椅子（肘付)オーク材
飛騨の家具
イバタインテリア[L0014]

飛騨市推奨特産品

200,000円

220,000円

220,000円

220,000円

【容量】飛騨牛サーロインブロック
1250ｇ
消費期限：発送日含め30日間 飛騨
牛販売指定店307号及び飛騨牛料理
指定店5267号の両方の認定をうけた
飛騨で唯一の専門店です。当ホテル
で扱う飛騨牛は、「飛騨市推奨特産
品」にも認定されております。◆発
送：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

【容量】山勇畜産の一貫生産飛騨牛
≪最高ランク５等級≫のリブロース
ステーキ５枚（約１ｋｇ）を、２回
お届けいたします（合計１０枚、約
２ｋｇ）。 消費期限：３０日（冷
凍－１８℃以下にて保存した場合）
。解凍後は２日以内。 種付けから
出荷まで一貫生産される山勇畜産の
飛騨牛。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

【容量】山勇畜産の一貫生産飛騨牛
の≪最高ランク５等級≫サーロイン
ステーキ５枚（約１ｋｇ）を２回お
届けいたします。 消費期限：３０
日（冷凍－１８℃以下にて保存した
場合）。解凍後は２日以内。 種付
けから出荷まで一貫生産される山勇
畜産の飛騨牛。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

【容量】型番：ZA-40（肘付）KB（
ぼかし有） 張地：テール40
商品内容：座椅子 1脚
主材：オークウレタン塗装
サイズ：W680×D620×H485 SH95
AH290 木に慈しみ、木に癒される
、匠の家具。丹精こめた、端正な趣
き、やすらぎの家具。◆発送：（株
）イバタインテリア 0577-75-2502

飛騨牛 ヒレステーキ（テート）
2枚 シャトーブリアンステーキ
2枚 5等級 計4枚を2回[L0003]

日本酒 定期便 白真弓 季節めぐ
り（大びん）毎月2本ずつ12回お届
け[L0006]

文化財の宿 八ツ三館 季節の会席
を楽しむ１泊２食ペア宿泊券【清華
の間】［L0016］

飛騨牛 毎月29日（肉の日）飛騨牛
を食べよう！半年バージョン飛騨市
推奨特産品[L0008n]

240,000円
【容量】飛騨牛5等級のヒレステー
キ（テート）2枚320ｇとシャトーブ
リアン2枚で300ｇ 計4枚
1か月に1回2か月間 地元でも入手
困難な飛騨牛のヒレ肉！さらに《最
高ランク5等級》にこだわり飛騨牛
専門店古里精肉店が自信を持ってお
届けいたします。◆発送：古里精肉
店 0577‐73‐2016
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240,000円
【容量】1月大吟醸1.8L、2月初にご
り1.8L、3月芳醸1.8L、4月やんちゃ
酒1.8L、5月純米吟醸1.8L、6月吟醸
1.8L、7月じゃんぱん0.72L本、8月
生酛純米1.8L、9月秋純米1.8L、10
月特別純米1.8L、11月極米芳醸1.8L
、12月しぼりたて1.8L（各月２本）
※始めた月から1周※消費期限は1年
◆発送：蒲酒造場 0577‐73‐3333

250,000円
【容量】1泊2食 ペア宿泊券
清華の間 ７０平米のゆったりとし
た間取りでお好きなときにお好きな
だけお風呂をお楽しみいただけます
。お夕食は個室料亭で、月替わりで
お楽しみいただく季節の会席をご堪
能いただきます。ご朝食は地元の食
材にこだわっております。◆発送：
料亭旅館 八ツ三館
０５７７－７３－２１２１

260,000円
【容量】6ヶ月間 毎月29日に、す
き焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・ステ
ーキなどなど飛騨古川スペランツァ
ホテル厳選の飛騨牛をお届けいたし
ます。お楽しみに♪※内容はおまか
せとなります。 消費期限：冷凍保
存３０日◆発送：飛騨古川スペラン
ツァホテル 飛騨牛 極Kiwami
0577‐73‐7001

岐阜県

文化財の宿 八ツ三館 季節の会席
を楽しむ１泊２食ペア宿泊券【池月
の間】［L0017］

270,000円

287,000円

《事前予約制》新米特別栽培米10kg
×12ヶ月定期便『いのちの壱』［M0
004］

300,000円

飛騨牛 サーロインブロック1kg・
シャトーブリアンブロック500g
熟成肉『山勇牛』［M0005］

300,000円

【容量】1泊2食 ペア宿泊券
池月の間 贅沢な昭和の数寄屋造を
改装した半露天風呂付の特別室。お
夕食は個室料亭で月替わりでお楽し
みいただく季節の会席をご堪能いた
だきます。ご朝食は地元の食材にこ
だわっております。自家製朴葉味噌
をはじめ昔ながらの飛騨の在郷料理
をご賞味ください。◆発送：料亭旅
館 八ツ三館
０５７７－７３－２１２１

【容量】1泊2食 ペア宿泊券
聚楽の間 贅沢な昭和の数寄屋造を
改装した半露天風呂付ロイヤルスイ
ートの『聚楽の間』。お夕食は個室
料亭で 月替わりでお楽しみいただ
く季節の会席をご堪能いただきます
。ご朝食は地元の食材にこだわって
おります。◆発送：料亭旅館
八ツ三館
０５７７－７３－２１２１

【容量】「いのちの壱」10kg（５kg
×２袋）（平成30年産新米）＋飛騨
の漬物「めしどろぼ漬」１袋を12か
月間定期発送いたします。※精米に
ついて品種の特性上９分つきとなっ
ています。 「いのちの壱」は、平
成12年（2000年）に飛騨で栽培が始
まった新品種です。※令和元年10月
中旬より順次発送。◆発送：クオリ
ティ飛騨 0577-75-2455

【容量】サーロインブロック1kg、
シャトーブリアンブロック500g＋当
店オリジナル熟成飛騨牛カレー1箱
もしくは牛すじ煮込み1箱をセット
でお送りします。 飛騨牛の中でも
選りすぐりの雌牛「山勇牛」。
消費期限：商品発送日含め3日 到
着後冷凍保存30日◆発送：山勇牛一
貫 株式会社一貫亭
0577‐73‐3929

飛騨牛ヒレステーキ（テート）3枚
シャトーブリアンステーキ3枚
5等級 計6枚を2回[M0001]

飛騨牛 5等級シャトーブリアン2枚
３００ｇとテート2枚３２０ｇ計4枚
を3回（3か月）[M0002]

一枚板から製作した「木製の日本地
図パズル」［M0003］

引き出し付きリビングテーブル
オーク材 飛騨の家具
イバタインテリア[L0015]

300,000円

300,000円

300,000円

300,000円

【容量】飛騨牛5等級のヒレステー
キ（テート）3枚480ｇとシャトーブ
リアン3枚で450ｇ 計6枚 1か月に
1回（2か月間）※定期便のため時間
指定のみ可 消費期限：約30日 冷
凍（－18℃以下）で保存した場合。
解凍後は2日以内。 地元でも入手
困難な飛騨牛のヒレ肉！◆発送：古
里精肉店 0577‐73‐2016

【容量】飛騨牛5等級のヒレステー
キ（テート）2枚320ｇとシャトーブ
リアン2枚で300ｇ 計4枚
1か月に1回（3か月間）
消費期限：約30日 冷凍（－18℃以
下）で保存した場合。解凍後は2日
以内。 地元でも入手困難な飛騨牛
のヒレ肉！◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

【容量】日本地図パズル１台(アク
リル製ふた・真鍮のスタンド付き)
・材料：栃（とち） ・サイズ（㎜
）：約W450～550×D300～350×H25
～30 一枚板を使用するため、サイ
ズが1点1点異なります。記載のサイ
ズはおおよその目安です。 ・仕上
げ方法：OIL仕上げ（表面のみ）※
裏面に真鍮のスタンドを差し込む穴
があり、立てる角度を調節できます
。◆発送：飛騨職人生活
0577‐73‐7703

【容量】型番：LT-139(120)
KB（ぼかし有）引出付 商品内容：
引き出し付きリビングテーブル
1台 主材：オーク材ウレタン塗装
オーク直材巾接着 サイズ：W1200
×D600×H380天厚20※組み立てが必
要です。A4ファイルはもちろん、最
大B4サイズまで収納可能。一般的な
ノートパソコンも入ります。◆発送
：（株）イバタインテリア
0577-75-2502

飛騨牛シャトーブリアンステーキ5
等級2回お届け古里精肉店謹製[N000
2]

飛騨牛５等級のシャトーブリアンス
テーキ３回お届け古里精肉店謹製[O
0001]

飛騨牛毎月29日（肉の日）飛騨牛を
食べよう！1年バージョン飛騨市推
奨特産品[O0002n]

＜牧成舎＞《自社牧場子牛の命名が
できる！》飛騨の４種のこだわり乳
製品選べるチケット４４枚[P0001]

400,000円
【容量】飛騨牛５等級のシャトーブ
リアンステーキ６枚（約９００ｇ）
を、２回にわたりお届けいたします
（合計１２枚、約１，８００ｇ）
消費期限：３０日（冷凍－１８℃以
下にて保存した場合）。解凍後は２
日以内。 地元でも入手困難な飛騨
牛のヒレ肉！◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016
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文化財の宿 八ツ三館 季節の会席
を楽しむ１泊２食ペア宿泊券【聚楽
の間】［L0018］

飛騨市

500,000円
【容量】飛騨牛５等級のシャトーブ
リアンステーキ５枚（約７５０ｇ）
を、３回にわたりお届けいたします
（合計１５枚、約２，２５０ｇ）
地元でも入手困難な飛騨牛のヒレ肉
！古里精肉店が自信を持ってお届け
いたします。◆発送：古里精肉店
0577‐73‐2016

500,000円
【容量】１年間 毎月29日に、すき
焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・ステー
キなどなど飛騨古川スペランツァホ
テル厳選の飛騨牛をお届けいたしま
す。※内容はおまかせとなります。
消費期限：冷凍保存３０日◆発送
：飛騨古川スペランツァホテル
飛騨牛 極Kiwami 0577‐73‐7001

600,000円
【容量】「チーズ＆ソーセージ」、
「牛乳＆ヨーグルト＆チーズ」、「
最中アイス」、「チーズたっぷりピ
ザ」の中から1つ選ぶことができる
注文書を４４枚分お送りいたします
。注文書ご利用期間：発行から1年
間◆発送：有限会社
牧成舎 0577-73-2226

