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岐阜県 白川村

飛騨牛ブロック[塊]霜降り肉赤
身肉500g×2合計1kg食べ比べブ
ロック肉セット真空パック黒毛

30,000円

・飛騨牛霜降りブロック肉500g
(真空パック)
・飛騨牛赤身ブロック肉500g(
真空パック)

最高級飛騨牛もも焼肉用450gA4A
5等級白川郷てんから[S176]

20,000円

飛騨牛もも焼肉用450g

やみつき濃厚チーズケーキ『結
』白川郷お土産チーズケーキ手
作りスイーツ手土産お菓子[S2…

7,000円

チーズケーキ1台（約400g）

白川郷結旨豚カレー4食セット中
辛レトルトカレー豚肉食べ比べ
白川村

10,000円

結旨豚カレー中辛4食セット（1
食200g）
バラ肉使用×2食
もも肉使用×2食

世界遺産白川郷宿泊施設共通利
用券1万円相当1枚旅行宿泊観光
クーポン券[S185]

34,000円

白川村宿泊施設共通利用券1枚
（1万円分）

白川郷産あきたこまち5kg令和3
年産精米アキタコマチ岐阜県白
川村お米白米[S229]

9,000円

岐阜県白川村産あきたこまち5k
g（令和3年産）

手作りわら草履白川郷稲藁伝統
工芸品[S001]

4,000円

サイズ：23㎝～27.5㎝
鼻緒：地味目又は派手目
※備考欄に鼻緒の種類・普段履
かれている靴のサイズをご記入
ください。

白川郷結旨豚ブロック肉4種セッ
ト計2kg豚肉ぶた肉国産肉真空パ
ックかたまり肉肉バーベキ…

14,000円

結旨豚ブロック肉計2kg
（ロース・肩ロース・バラ・も
も）各500g

乾燥きくらげ5袋セット白川村産
白川郷国産キクラゲ[S233]

10,000円

乾燥きくらげ（25g）×5袋

リピーター続出！料理旅館の朝
食朴葉味噌城山館自家製味噌ご
飯のお供白川郷[S017]

4,000円

自家製味噌250g

世界遺産白川郷合掌造り孫右エ
門1泊2食付き宿泊券ペアチケッ
ト2名様分[S189]

142,000円

1泊2食付き2名様分宿泊券

《定期便》飛騨牛定期便4ヶ月4
回お届け焼肉すき焼きステーキ
しゃぶしゃぶ和牛肉霜降り赤…

116,000円

毎月1回、計4回お届け致します
。

1回目：飛騨牛焼肉用霜降り肉2
50g+赤身肉250g
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岐阜県　白川村

風味豊かな大田さん家のそば蕎
麦白川郷産干しそば[S014]

8,000円

干しそば
（250ｇ×3袋）

トヨタ白川郷自然學校専属ガイ
ドと歩く世界遺産白川郷集落＆
豪雪体験付きペア宿泊券1泊2…

226,000円

体験・1泊2食付きペア宿泊券

白川郷シルク石鹸（ミニ）／白
川郷で生産した繭を使ったお肌
に優しい洗顔石鹸12g[S020]

2,000円

シルク配合化粧石鹸（12g×1個
）洗顔で約1ヶ月間お使い頂け
ます。

飛騨牛焼肉250g×4種食べ比べセ
ット1kg3～5人前焼き肉ももロー
スバラ肩ロースバーベキュー…

40,000円

飛騨牛焼肉用約1kg
（バラ肉250g、もも肉250g、ロ
ース肉250g、肩ロース肉250g）

世界遺産白川郷民宿ふるさと宿
泊券1泊2食付き2名様分ペアチケ
ット合掌造り岐阜県白川村

84,000円

1泊2食付き宿泊券2名様分

白川郷の古代米黒米もち米玄米[
S050]

3,000円

黒米150g×1袋

飛騨牛焼き肉用1㎏切り落とし牛
肉肉バーベキューセット和牛焼
肉部位おまかせ【ごちそう】…

25,000円

飛騨牛焼肉用約1kg
※部位はお任せとなります

蕎麦庄やまこし1泊2食付き宿泊
券手打ちそば白川郷飛騨牛2名様
分ペアチケット[S242]

130,000円

1泊2食付きご宿泊券ペアチケッ
ト

藤助の湯ふじや大白川の大自然
満喫プラン1泊2食付き温泉源泉1
00％2名様分ペアチケット[S0…

159,000円

1泊2食付き宿泊券2名様分用

お蕎麦のコース料理食事券2名様
分ペアチケット手打ちそば白川
郷8割そば[S008]

29,000円

お蕎麦のコース料理食事券2名
様分用

白川郷で作ったお菓子２種類の
詰め合わせどぶろく風味お茶菓
子[S011]

9,000円

どぶろく羊羹ミニ(8個入り)紫
蘇もなか(12個入り)

事前予約白川郷産大豆里のほほ
えみ令和3年産味噌づくりレシピ
付き白大豆1.8kg手作り味噌…

9,000円

白川郷産大豆1.8kg
味噌作りレシピ付き
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岐阜県　白川村

白川郷こしひかり5kg白川村産令
和2年産コシヒカリ[S160]

8,000円

白川郷こしひかり5kg

黒にんにく熟成発酵にんにく150
g×2袋甘さが自慢！白川郷産黒
ニンニク岐阜県飛騨大田ファ…

12,000円

熟成発酵にんにく
（約150ｇ×2袋）

手作り布草履白川郷着物生地服
生地伝統工芸品オフィスサンダ
ルルームシューズハンドメイ…

6,000円

サイズ：23㎝～27㎝
鼻緒：地味目又は派手目
※備考欄に鼻緒の種類・普段履
かれている靴のサイズをご記入
ください。

ハンドメイドバルサミノー5cmsi
nking釣りルアーIkuminnow手作
り20000円2万円[S236]

20,000円

ハンドメイドバルサミノー5cm
※カラーは選べません

世界遺産白川郷郷土料理体験す
ったて汁作り体験チケット1名様
用国指定重要文化財旧遠山家…

5,000円

すったて汁作り体験チケット1
名様用

白川郷で作ったお菓子どぶろく
羊羹３本セットお茶菓子[S012]

6,000円

どぶろく羊羹180g×3袋

蕎麦打ち体験とお食事券セット1
名様分手打ちそば体験白川郷[S0
04]

18,000円

蕎麦打ち体験＆お食事券1名様
分

白川郷結旨豚切り落とし500g×4
パック計2kg豚肉ぶた肉国産肉小
分け国産豚[S226]

10,000円

結旨豚切り落とし肉
500g×4パック計2kg

蕎麦打ち体験とお食事券セット2
名様分ペアチケット手打ちそば
体験白川郷[S005]

36,000円

蕎麦打ち体験＆お食事券2名様
分ペアチケット

白川郷で歴史あるお菓子３種類
の詰め合わせどぶろく風味お茶
菓子[S010]

11,000円

どぶろく羊羹ミニ(10個入り)紫
蘇もなか(15個入り)どぶろく煎
餅(2枚×6袋)

飛騨牛ブロック[塊]霜降り肉赤
身肉ブロック肉セット300g×2計
600gBBQローストビーフ[S046]

20,000円

・飛騨牛霜降りブロック肉300g
(真空パック)
・飛騨牛赤身ブロック肉300g(
真空パック)

蕎麦打ち体験とお食事券セット3
名以上最大5名まで手打ちそば体
験白川郷[S006]

54,000円

蕎麦打ち体験＆お食事券3名以
上最大5名まで
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岐阜県　白川村

お蕎麦のコース料理食事券1名様
分手打ちそば白川郷8割そば[S00
7]

15,000円

お蕎麦のコース料理食事券1名
様分用

《新米予約》令和3年産新米白川
郷戸ヶ野のこしひかりプレミア
ム5kgこだわりのお米精米コ…

12,000円

令和3年産戸ヶ野こしひかりプ
レミアム5kg

お蕎麦のコース料理食事券3名様
分手打ちそば白川郷8割そば[S00
9]

43,000円

お蕎麦のコース料理食事券3名
様分用

白川郷産品詰め合わせ大田ファ
ームセット熟成発酵にんにく干
しそばコシヒカリ[S016]

11,000円

・熟成発酵にんにく（約150ｇ
×1袋）
・干しそば（250ｇ×1袋）
・戸ヶ野のこしひかり（450ｇ
）

創業明治末期国重要伝統的建造
物選定の料理旅館1泊2食付きペ
ア宿泊券白川郷堪能プラン城…

250,000円

1泊2食付きペアご宿泊券

白川郷シルク石鹸（レギュラー
）／白川郷で生産した繭を使っ
たお肌に優しい洗顔石鹸80g[S…

12,000円

シルク配合化粧石鹸（80g×1個
）洗顔で約6ヶ月間お使い頂け
ます。

★白川郷シルク石鹸（ミニケー
ス付き）／白川郷で生産した繭
を使ったお肌に優しい洗顔石鹸

3,000円

シルク配合化粧石鹸（12g×1個
）洗顔で約1ヶ月間お使い頂け
ます。持ち運びに便利な専用ケ
ース付きです。

純米大吟醸とおちょこのセット
白川郷限定結心漆塗り飛騨産栃
の木[S022]

29,000円

・白川郷限定酒"結心"（500ml
）
・白川村産栃の木を加工のスリ
漆塗りお猪口（1器）

古代米＆乾燥きくらげセット白
川郷黒米赤米混合[S218]

7,500円

・黒米（150g）
・赤米（150g）
・混合（50g）
・乾燥きくらげ（25g）

白川村の山から採れた乾燥わら
び国産煮もの和え物90g[S187]

4,000円

乾燥わらび約90g

白川村の山で採れたクロモジ茶
クロモジ煮だしパック[S188]

5,000円

クロモジ茶50ｇ(10ｇ×5パック
)×2袋

[数量限定]白川村で育ったとう
もろこし5本セットトウモロコシ
[S029]

5,000円

とうもろこし5本
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岐阜県　白川村

飛騨牛ローススライス430gしゃ
ぶしゃぶすき焼きお歳暮[S069]

22,000円

飛騨牛ローススライス430g

白川郷の古代米2種類セット黒米
赤米もち米玄米[S033]

5,000円

黒米150g×1袋赤米150g×1袋

白川郷の古代米2種類3袋セット
黒米赤米もち米玄米[S034]

8,000円

黒米150g×2袋赤米150g×1袋

白川村手作り布マスク3枚セット
大人用子供用[S035]

6,000円

大人用(13㎝×20㎝)×2枚・子
供用(11㎝×17㎝)1枚
※柄はお任せになります

藤助の湯ふじや大白川の大自然
満喫プラン1泊2食付き温泉源泉1
00％1名様分[S037]

119,000円

1泊2食付き宿泊券1名様分用

藤助の湯ふじや大白川の大自然
満喫プラン1泊2食付き温泉源泉1
00％3名様分[S253]

226,000円

1泊2食付き宿泊券3名様分用

飛騨牛029(お肉)箱[結い]焼肉切
り落とし詰め合わせ[S040]

25,000円

・飛騨牛焼肉400g(200g×2部位
)
・飛騨牛切り落とし肉200g

飛騨牛029(お肉)箱[合掌]焼肉希
少部位詰め合わせ[S041]

49,000円

・飛騨牛焼肉200g×2部位
・飛騨牛焼肉(希少部位)200g×
1

飛騨牛029(お肉)箱[郷]焼肉うす
切り肉しゃぶしゃぶすき焼き希
少部位詰め合わせ[S042]

97,000円

・飛騨牛焼肉300g×2（2部位）
・うす切り肉300g×2（希少部
位2品）

飛騨牛焼肉[輝]霜降り肉赤身肉
ギフト贈答用[S043]

29,000円

・飛騨牛焼肉用霜降り肉250g
・飛騨牛焼肉用赤身肉250g

飛騨牛すき焼き[雅]霜降り肉赤
身肉食べ比べ500gギフト贈答用
【ごちそう】贅沢飛騨牛[S044]

29,000円

飛騨牛すき焼き用霜降り肉250g
＋赤身肉250g

飛騨牛しゃぶしゃぶ[華]霜降り
肉赤身肉ギフト贈答用[S045]

29,000円

飛騨牛しゃぶしゃぶ用霜降り肉
250g＋赤身肉250g
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岐阜県　白川村

飛騨牛ステーキ[歓喜]霜降り肉
赤身肉ステーキひと口ステーキ
【ごちそう】贅沢飛騨牛[S047]

29,000円

・飛騨牛霜降りステーキ150g×
2
・飛騨牛赤身ひと口ステーキ20
0g

飛騨牛ステーキ[至福]霜降り肉
赤身肉ステーキひと口ステーキ
希少部位[S048]

49,000円

・飛騨牛霜降りステーキ200g×
2
・赤身ひと口ステーキ200g
・希少部位ステーキ100g×2

杵づき白川郷のとちもちCセット
栃もち草餅きび餅餅合掌造り民
家園[S057]

11,000円

栃餅8枚
草餅8枚
きび餅8枚

飛騨牛切り落とし[絆]スライス
切落し[S049]

10,000円

飛騨牛切り落とし肉400g

白川郷の古代米赤米もち米玄米[
S051]

3,000円

赤米150g×1袋

蕎麦庄やまこし1泊2食付き宿泊
券手打ちそば白川郷飛騨牛1名様
分[S241]

73,000円

1泊2食付きご宿泊券1名様分

蕎麦庄やまこし1泊2食付き宿泊
券手打ちそば白川郷2名様分ペア
チケット[S243]

109,000円

1泊2食付きご宿泊券ペアチケッ
ト※こちらの宿泊プランはご夕
食時の飛騨牛が付きません

杵づき白川郷のとちもちAセット
栃もち餅合掌造り民家園[S055]

11,000円

栃餅20枚

杵づき白川郷のとちもちBセット
栃もち草餅よもぎ餅合掌造り民
家園[S056]

11,000円

栃餅12枚
草餅12枚

白川郷の初午だんご団子雑煮ぜ
んざい米団子そば団子きび団子
まゆ団子[S169]

8,000円

1袋13個入り(米だんご×4つ、
きびだんご×4つ、そばだんご
×4つ、まゆだんご×1つ）×2
袋

白川郷酒器ぐい呑みぐいのみ桧
横帯黒柿象嵌本漆塗り(内部)手
作り八角ギフト[S060]

42,500円

木製コースター付きぐい呑み
サイズ：約5.0×7.0㎝重さ：約
3g
※手作りのためサイズや容量が
異なる場合がございます。

白川郷酒器ぐい呑みぐいのみ桜
ウレタンニス塗り手作り八角ギ
フト[S061]

36,000円

木製コースター付きぐい呑み（
桜）
サイズ：約5.0×7.0㎝重さ：約
3g
※手作りのためサイズや容量が
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岐阜県　白川村

白川郷酒器ぐい呑みぐいのみ杉
ウレタンニス塗り手作り八角ギ
フト[S062]

36,000円

木製コースター付きぐい呑み(
杉)
サイズ：約5.0×7.0㎝重さ：約
3g
※手作りのためサイズや容量が

白川郷酒器ぐい呑みぐいのみ欅
ウレタンニス塗り手作り八角ギ
フト[S063]

36,000円

木製コースター付きぐい呑み(
欅)
サイズ：約5.0×7.0㎝重さ：約
3g
※手作りのためサイズや容量が

白川郷酒器ロックグラス桧飛騨
春慶本漆塗り手作り八角ギフト[
S064]

47,000円

木製コースター付きぐい呑み
サイズ：約6.0×5.0㎝
※手作りのためサイズや容量が
異なる場合がございます。
自然の木目を使用しております

白川郷酒器酒器セットぐい呑み
桧横帯黒柿象嵌本漆塗り(内部)
手作り八角ギフト[S065]

107,000円

木製コースター付きぐい呑み・
徳利セット
※自然の木目を使用しておりま
すので、写真と色や柄に違いが
生じる場合があります。

人力車で白川郷を観光世界遺産
観光穴場観光人力車チケット[S0
66]

25,000円

人力車乗車券1～2名まで

飛騨牛029(お肉)箱[結い]うす切
り肉しゃぶしゃぶすき焼き切り
落とし詰め合わせ[S067]

25,000円

・飛騨牛うす切り肉400g(200g
×2部位)
・切り落とし肉200g

飛騨牛029(お肉)箱[合掌]うす切
り肉しゃぶしゃぶすき焼き希少
部位詰め合わせ[S068]

49,000円

・飛騨牛うす切り肉200g×2部
位
・飛騨牛うす切り肉(希少部位)
200g×１

飛騨牛ローススライス550gしゃ
ぶしゃぶすき焼きお歳暮[S070]

27,000円

飛騨牛ローススライス550g

飛騨牛ローススライス660gしゃ
ぶしゃぶすき焼きお歳暮[S071]

33,000円

飛騨牛ローススライス660g

世界遺産白川郷合掌造り孫右エ
門1泊2食付き宿泊券4名様1組分
貸し切り[S190]

358,000円

1泊2食付き4名様1組分宿泊券

世界遺産白川郷合掌造り孫右エ
門1泊2食付き宿泊券5～6名様1組
分貸し切り[S191]

429,000円

1泊2食付き5～6名様1組分宿泊
券

世界遺産白川郷合掌造り孫右エ
門1泊2食付き宿泊券7～8名様1組
分貸し切り[S192]

536,000円

1泊2食付き7～8名様1組分宿泊
券
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岐阜県　白川村

《定期便》白川郷シルク石鹸ミ
ニ12g6回定期便繭お肌に優しい
洗顔石鹸[S083]

12,000円

シルク配合化粧石鹸（12g×1個
）月1回、計6回お届け致します
。
※洗顔で約1ヶ月間お使い頂け
ます。

《定期便》白川郷シルク石鹸ミ
ニ12g初回はケース付き6回定期
便繭お肌に優しい洗顔石鹸[S0…

13,000円

シルク配合化粧石鹸（12g×1個
）月1回、計6回お届け致します
。
紹介はミニケース付きです。
※洗顔で約1ヶ月間お使い頂け

白川郷料理旅館の朝食朴葉味噌
城山館自家製味噌2個セットご飯
のお供白川郷味噌みそおにぎ…

8,000円

自家製味噌250g×2個セット

白川郷料理旅館の朝食朴葉味噌
城山館自家製味噌3個セットご飯
のお供白川郷味噌みそおにぎ…

12,000円

自家製味噌250g×3個セット

飛騨牛ごちゃまぜミックス焼肉
用500gもも肉ロース肩ロース部
位色々【S092】

20,000円

焼肉用部位ごちゃまぜミックス
500g

飛騨牛ごちゃまぜミックス焼肉
用1kgもも肉ロース肩ロース敬老
の日お歳暮【S093】

40,000円

焼肉用部位ごちゃまぜミックス
1kg

飛騨牛ごちゃまぜミックスうす
切り肉すき焼きしゃぶしゃぶ500
gもも肉ロース肩ロース敬老…

20,000円

うす切り肉部位ごちゃまぜミッ
クス500g

飛騨牛ごちゃまぜミックスうす
切り肉すき焼きしゃぶしゃぶ1kg
もも肉ロース肩ロース敬老の…

40,000円

うす切り肉部位ごちゃまぜミッ
クス1kg

飛騨牛焼肉用もも肉500gJAひだB
BQお中元お歳暮ギフト[S096]

30,000円

飛騨牛焼肉用もも肉500g

飛騨牛すき焼き用もも肉500gJA
ひだすき焼きお中元お歳暮ギフ
ト[S097]

30,000円

飛騨牛すき焼き用もも肉500g

飛騨牛しゃぶしゃぶ用もも肉500
gJAひだしゃぶしゃぶお中元お歳
暮ギフト[S098]

30,000円

飛騨牛しゃぶしゃぶ用もも肉50
0g

飛騨牛ミニステーキもも肉500gJ
Aひだミニステーキお中元お歳暮
ギフト[S099]

35,000円

飛騨牛ミニステーキもも肉500g
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岐阜県　白川村

飛騨牛焼肉用肩ロース肉500gJA
ひだBBQお中元お歳暮敬老の日ギ
フト[S100]

35,000円

飛騨牛焼肉用肩ロース肉500g

飛騨牛すき焼き用肩ロース肉500
gJAひだすき焼きお中元お歳暮敬
老の日ギフト[S101]

35,000円

飛騨牛すき焼き用肩ロース500g

【お中元贈答用】飛騨牛ブロッ
ク[塊]霜降り肉赤身肉500g×2合
計1kg食べ比べブロック肉セッ…

30,000円

・飛騨牛霜降りブロック肉500g
(真空パック)
・飛騨牛赤身ブロック肉500g(
真空パック)

飛騨牛しゃぶしゃぶ用肩ロース
肉500gJAひだしゃぶしゃぶお中
元お歳暮敬老の日ギフト[S102]

35,000円

飛騨牛しゃぶしゃぶ用肩ロース
500g

飛騨牛希少部位ステーキカイノ
ミ100g×5計500gJAひだステーキ
お中元お歳暮敬老の日ギフト[…

33,000円

飛騨牛カイノミ100g×5計500g

飛騨牛焼肉用ロース肉500gJAひ
だBBQお中元お歳暮敬老の日ギフ
ト[S104]

45,000円

飛騨牛焼肉用ロース肉500g

飛騨牛すき焼き用ロース肉500gJ
Aひだすき焼きお中元お歳暮敬老
の日ギフト[S105]

45,000円

飛騨牛すき焼き用ロース肉500g

飛騨牛しゃぶしゃぶ用ロース肉5
00gJAひだしゃぶしゃぶお中元お
歳暮敬老の日ギフト[S106]

45,000円

飛騨牛しゃぶしゃぶ用ロース肉
500g

飛騨牛サーロインステーキ250g
×2計500gJAひだステーキお中元
お歳暮敬老の日ギフト[S107]

52,000円

飛騨牛サーロインステーキ250g
×2計500g

飛騨牛焼肉用もも肉1kgJAひだBB
Qお中元お歳暮ギフト[S108]

60,000円

飛騨牛焼肉用もも肉1kg

飛騨牛すき焼き用もも肉1kgJAひ
だすき焼きお中元お歳暮ギフト[
S109]

60,000円

飛騨牛すき焼き用もも肉1kg

飛騨牛しゃぶしゃぶ用もも肉1kg
JAひだしゃぶしゃぶお中元お歳
暮ギフト[S110]

60,000円

飛騨牛しゃぶしゃぶ用もも肉1k
g
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岐阜県　白川村

飛騨牛ミニステーキもも肉1kgJA
ひだミニステーキお中元お歳暮
ギフト[S111]

68,000円

飛騨牛ミニステーキもも肉1kg

飛騨牛焼肉用肩ロース肉1kgJAひ
だBBQお中元お歳暮敬老の日ギフ
ト[S112]

68,000円

飛騨牛焼肉用肩ロース肉1kg

飛騨牛すき焼き用肩ロース肉1kg
JAひだすき焼きお中元お歳暮敬
老の日ギフト[S113]

68,000円

飛騨牛すき焼き用肩ロース1kg

飛騨牛しゃぶしゃぶ用肩ロース
肉1kgJAひだしゃぶしゃぶお中元
お歳暮敬老の日ギフト[S114]

68,000円

飛騨牛しゃぶしゃぶ用肩ロース
1kg

飛騨牛希少部位ステーキカイノ
ミ1kgJAひだステーキお中元お歳
暮敬老の日ギフト[S115]

63,000円

飛騨牛カイノミ100g×10計1kg

飛騨牛焼肉用ロース肉1kgJAひだ
BBQお中元お歳暮敬老の日ギフト
[S116]

87,000円

飛騨牛焼肉用ロース肉1kg

飛騨牛すき焼き用ロース肉1kgJA
ひだすき焼きお中元お歳暮敬老
の日ギフト[S117]

87,000円

飛騨牛すき焼き用ロース肉1kg

飛騨牛しゃぶしゃぶ用ロース肉1
kgJAひだしゃぶしゃぶお中元お
歳暮敬老の日ギフト[S118]

87,000円

飛騨牛しゃぶしゃぶ用ロース肉
1kg

飛騨牛サーロインステーキ1kgJA
ひだステーキお中元お歳暮敬老
の日ギフト[S119]

100,000円

飛騨牛サーロインステーキ250g
×4計1kg

木目込み人形あまびえアマビエ
疫病退散伝統工芸手作り数量限
定[S150]

17,000円

木目込み人形アマビエちゃん1
体
高さ8cm×横幅7cm

数量限定木目込み人形牛令和3年
干支丑年伝統工芸手作り[S151]

27,000円

木目込み人形牛
高さ13cm×横幅16cm

白川郷木目込み飾り製作体験チ
ケットまりかざり伝統工芸[S152
]

8,000円

木目込み飾り製作体験1名様用
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岐阜県　白川村

白川郷体験チケット体験紙芝居
白川郷の民話昔話飲み物付き1名
様[S153]

4,000円

白川郷の民話紙芝居(飲み物付
き)1名様分

白川郷で歴史あるお菓子詰め合
わせ紫蘇もなかどぶろく羊羹セ
ットどぶろく風味お茶菓子[S1…

6,000円

紫蘇もなか8個入・どぶろく羊
羹180g×1本

白川郷弘法茶茶葉野草茶岐阜県
白川村お茶[S157]

2,200円

弘法茶約70g(お茶パック5つ付
き)

《定期便》飛騨牛定期便3ヶ月3
回お届けごちゃまぜ焼肉すき焼
きステーキしゃぶしゃぶ和牛…

69,000円

毎月1回、計3回お届け致します
。

1回目：うす切り肉部位ごちゃ
まぜミックス500g

白川郷こしひかり5kg古代米150g
×2セット同日お届けコシヒカリ
赤米黒米[S162]

13,000円

・白川郷こしひかり5kg
・黒米150g×1袋
・赤米150g×1袋

事前予約白川郷産大豆里のほほ
えみ令和3年産味噌づくりレシピ
付き白大豆1kg手作り味噌き…

6,000円

白川郷産大豆1kg
味噌作りレシピ付き

白川郷焼き菓子セット蕎麦スイ
ーツフロランタンそばパウンド
栃の実パウンド焼き菓子詰め…

12,000円

・そばフロランタン×9個
・そばパウンド×3個
・栃の実パウンド×3個

白川郷シルク石鹸（レギュラー)
80g×3／白川郷で生産した繭を
使ったお肌に優しい洗顔石鹸[…

28,000円

シルク配合化粧石鹸（80g×3個
）

最高級飛騨牛カルビもも焼肉用4
50g×2種計900g食べ比べA4A5等
級白川郷てんから[S178]

40,000円

飛騨牛カルビ焼肉用450g
飛騨牛もも焼肉用450g
計900g

最高級飛騨牛カルビ焼肉用450gA
4A5等級白川郷てんから【ごちそ
う】贅沢飛騨牛[S174]

20,000円

飛騨牛カルビ焼肉用450g

最高級飛騨牛もも焼肉用900gA4A
5等級白川郷てんから[S177]

40,000円

飛騨牛もも焼肉用900g

最高級飛騨牛カルビ焼肉用900gA
4A5等級白川郷てんから[S175]

40,000円

飛騨牛カルビ焼肉用900g
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岐阜県　白川村

白川郷自家製ホルモンけいちゃ
んとんちゃんセット250×3種て
んから国産牛豚鶏肉郷土料理味

9,000円

・牛ホルモン250g
・けいちゃん250g
・とんちゃん250g

白川村つまみ細工髪飾りセット
計6点セット選べる2色ピンヘア
アレンジ浴衣着物[S184]

18,000円

メインのコーム1点（8cm×6cm
）
小花・小物5点（3cm×7cm）
計6点セット
※黄色・ピンクの2色からお選

世界遺産白川郷民宿ふるさと宿
泊券1泊2食付き3名様分チケット
合掌造り岐阜県白川村

126,000円

1泊2食付き宿泊券3名様分

世界遺産白川郷民宿ふるさと宿
泊券1泊2食付き4名様分チケット
合掌造り岐阜県白川村

168,000円

1泊2食付き宿泊券4名様分

世界遺産白川郷郷土料理体験す
ったて汁作り体験チケット2名様
用国指定重要文化財旧遠山家…

6,000円

すったて汁作り体験チケット2
名様用

【お中元贈答用】白川郷で歴史
あるお菓子３種類の詰め合わせ
どぶろく風味お茶菓子

11,000円

どぶろく羊羹ミニ(10個入り)紫
蘇もなか(15個入り)どぶろく煎
餅(2枚×6袋)

【お中元贈答用】白川郷で作っ
たお菓子２種類の詰め合わせど
ぶろく風味お茶菓子

9,000円

どぶろく羊羹ミニ(8個入り)紫
蘇もなか(12個入り)

【お中元贈答用】飛騨牛焼肉[輝
]霜降り肉赤身肉ギフト贈答用

29,000円

・飛騨牛焼肉用霜降り肉250g
・飛騨牛焼肉用赤身肉250g

【お中元贈答用】飛騨牛すき焼
き[雅]霜降り肉赤身肉ギフト贈
答用

29,000円

飛騨牛すき焼き用霜降り肉250g
＋赤身肉250g

【お中元贈答用】飛騨牛しゃぶ
しゃぶ[華]霜降り肉赤身肉ギフ
ト贈答用

29,000円

飛騨牛しゃぶしゃぶ用霜降り肉
250g＋赤身肉250g

【お中元贈答用】飛騨牛ブロッ
ク[塊]霜降り肉赤身肉ブロック
肉セット300g×2計600gBBQロー

20,000円

・飛騨牛霜降りブロック肉300g
(真空パック)
・飛騨牛赤身ブロック肉300g(
真空パック)

【お中元贈答用】飛騨牛ステー
キ[歓喜]霜降り肉赤身肉ステー
キひと口ステーキ

29,000円

・飛騨牛霜降りステーキ150g×
2
・飛騨牛赤身ひと口ステーキ20
0g
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岐阜県　白川村

【数量限定】戸ヶ野野菜セット5
～8種白川村白川郷野菜品種お任
せ詰め合わせ夏野菜旬[S214]

6,000円

戸ヶ野野菜詰め合わせ5～8種セ
ット
トマト・なす・ピーマン・モロ
ヘイヤ・ズッキーニ・じゃがい
も・ごぼう・人参・ささげなど

世界遺産白川郷民宿志みづ1泊2
食付き宿泊券1名様用白川村宿泊
チケット旅行観光	合掌造りS…

49,000円

1泊2食付き宿泊券1名様用

世界遺産白川郷民宿志みづ1泊2
食付き宿泊券2名様用ペアチケッ
ト白川村宿泊チケット旅行観…

83,000円

1泊2食付き宿泊券2名様用

世界遺産白川郷民宿志みづ1泊2
食付き宿泊券3名様用白川村宿泊
チケット旅行観光	合掌造りS…

124,000円

1泊2食付き宿泊券3名様用

戸ヶ野ブロッコリー4～5株世界
遺産白川郷白川村産野菜朝採れ
農家直送S212

5,000円

戸ヶ野ブロッコリー（M～Lサイ
ズ）
4～5株セット

戸ヶ野ブロッコリー7～9株世界
遺産白川郷白川村産野菜朝採れ
農家直送S213

10,000円

戸ヶ野ブロッコリー（M～Lサイ
ズ）
7～9株セット

白川郷酒器酒器セットぐい呑み
黒柿ウレタンクリア仕上げ手作
り八角ギフト[S211]

33,000円

木製コースター付きぐい呑み(
欅)
サイズ：約5.0×7.0㎝重さ：約
3g
※手作りのためサイズや容量が

白川郷産天然よもぎ茶70g1袋ヨ
モギお茶茶葉手摘みノンカフェ
イン白川村

5,000円

よもぎ茶70g

白川郷民宿かんじゃペアチケッ
ト1泊2食付きプラン2名様分ペア
チケット宿泊券自家米コシヒ…

100,000円

1泊2食付き宿泊2名様分

黒にんにく熟成発酵にんにく150
g1袋甘さが自慢！白川郷産黒ニ
ンニク岐阜県飛騨大田ファー…

6,000円

熟成発酵にんにく
（約150ｇ×1袋）

世界遺産白川郷深山豆富店石豆
富3個セット硬め豆腐豆腐ステー
キ冷奴国産大豆使用岐阜県白…

5,000円

・深山石豆富380g×3丁

世界遺産白川郷深山豆富店石豆
富6個セット硬め豆腐豆腐ステー
キ冷奴国産大豆使用岐阜県白…

10,000円

・深山石豆富380g×6丁
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岐阜県　白川村

《新米予約》令和3年産新米白川
郷戸ヶ野のこしひかりプレミア
ム10kgこだわりのお米精米コ…

23,000円

令和3年産戸ヶ野こしひかりプ
レミアム10kg

白川郷飛騨牛入りすったて鍋セ
ット具材付2～3人前深山豆富店
鍋すったて飛騨牛きくらげ麺…

15,000円

・すったて500g
・飛騨牛300g
・中太麺2袋
・塩こうじ鍋味噌1袋
・乾燥きくらげ1袋

白川郷飛騨牛入りすったて鍋セ
ット具材付4～5人前深山豆富店
鍋鍋セットすったて飛騨牛き…

30,000円

・すったて1kg
・飛騨牛300g×2(600g)
・中太麺4袋
・塩こうじ鍋味噌×2袋
・乾燥きくらげ×2袋

乾燥きくらげ2袋セット白川村産
白川郷国産キクラゲ[S232]

5,000円

乾燥きくらげ（25g）×2袋

白川郷限定純米大吟醸結心日本
酒お酒地酒白川郷白川村ひだほ
まれ500ml[S234]

10,000円

白川郷限定酒"結心"500ml×1本

白川郷おちょこ漆塗り飛騨産栃
の木お猪口木岐阜県白川村[S235
]

18,000円

白川村産栃の木を加工のスリ漆
塗りお猪口（1器）

ハンドメイドバルサミノー5cmsl
owsinking釣りルアーIkuminnow
手作り20000円2万円[S237]

20,000円

ハンドメイドバルサミノー5cm
※カラーは選べません

ハンドメイドバルサミノー7cm釣
りルアーIkuminnow手作り20000
円2万円[S238]

20,000円

ハンドメイドバルサミノー7cm
※カラーは選べません

ハンドメイドバルサミノー9cm釣
りルアーIkuminnow手作り20000
円2万円[S239]

20,000円

ハンドメイドバルサミノー9cm
※カラーは選べません

ハンドメイドバルサミノー11cm
釣りルアーIkuminnow手作り2000
0円2万円[S240]

20,000円

ハンドメイドバルサミノー11cm
※カラーは選べません

白川郷産こしひかり使用甘酒500
ml×2本あま酒あまざけノンアル
コール戸ヶ野こしひかり100%…

10,000円

戸ヶ野育ちの甘酒500ml×2本

白川郷産こしひかり使用甘酒500
ml×4本あま酒あまざけノンアル
コール戸ヶ野こしひかり100%…

20,000円

戸ヶ野育ちの甘酒500ml×4本
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