










































関市 岐阜髙島屋
コラボレーション

岐阜髙島屋が贈る、 関市自慢の名産品は もちろん、
岐阜県内から 選りすぐりの品を
謝礼品としてお届けします。 日
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創業100年を超える刃物へのこだわりと最先端テ
クノロジーが融合して生まれた「旬」包丁シリーズ。

「使い手に寄り添うプレミアム包丁であり、使いや
すさにこだわった一生もの」としてその品質が高く
評価され、おもてなし心溢れる商品を国内外に発
信するプロジェクト「OMOTENASHI Selection」、
2017年第2期商品部門にて金賞を受賞。

旬shun Classic

37,000円以上
ふるさと納税
寄附金額

〈貝印〉旬shun Classic 
シェフズナイフ250mm
長さのある刃で、筋や繊維質の
多い素材もきれいに切ることが
できます。肉はもちろんのこと、
野菜のみじん切りなども簡単に。
材質:刀身/ステンレスクラッド複合材(切
り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼)(側
金/ステンレススチール)口金・尻金/ス
テンレススチール、柄/積層強化木、本体
サイズ:全長390mm、刃渡り250mm、重
量:240ｇ

申込
番号 58E001

30,000円以上
ふるさと納税
寄附金額

〈貝印〉旬shun Classic 
三徳ナイフ175mm
野菜、魚介、肉、いずれの素材
も軽やかに切ることができます。
毎日の基本的な調理作業を1
本でこなせる、万能包丁です。
材質:刀身/ステンレスクラッド複合材(切
り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼)(側
金/ステンレススチール)口金・尻金/ス
テンレススチール、柄/積層強化木、本体
サイズ:全長310mm、刃渡り175mm、重
量:210ｇ

申込
番号 58E002

13,000円以上
ふるさと納税
寄附金額

〈貝印〉旬shun Classic 
ペティナイフ60mm
素材を手に持って切る際、刃が短
く扱いやすいペティナイフです。
野菜や果物のヘタ取りや面取り
など、細かい作業に便利です。
材質:刀身/ステンレスクラッド複合材(切
り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼)(側
金/ステンレススチール)口金・尻金/ス
テンレススチール、柄/積層強化木、本
体サイズ:全長175mm、刃渡り60mm、
重量:60ｇ

申込
番号 58E003
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岐阜髙島屋

1回目

〈貝印〉旬shun Classic 
ユーティリティナイフ150mm
材質:刀身/ステンレスクラッド複合材 （切り
刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼） （側金/
ステンレススチール）口金・尻金/ステンレ
ススチール、柄/積層強化木、本体サイズ:全
長265mm、刃渡り150mm、重量:75ｇ 常温

2回目

〈明宝ハム〉ハム・ソーセージ
詰合せ
内容：明宝ハム360ｇ、瑞峰360ｇ、スモー
クソーセージ250ｇ、ポークソーセージ
300ｇ、パセリソーセージ300ｇ／賞味
期限：冷蔵で64日 冷蔵

30,000円以上
ふるさと納税
寄附金額

〈貝印〉

包丁×明宝ハムコース
申込
番号 58E004
かたい素材も柔らかな素材も繊
維を崩さずに切れる包丁。ハム
やソーセージで、その切れ味を
お確かめください。

頒布会 全２回のお届け

〈頒布会〉 月替わりで謝礼品をお届けするコース。1回目から約1カ月間隔で、回数分お届けします。

2回目

飛騨牛 
サーロインステーキ用
内容：サーロインステーキ×3枚（計540
ｇ）／賞味期限：冷凍で30日 冷凍

1回目

〈貝印〉旬shun Classic 
ユーティリティナイフ150mm
材質:刀身/ステンレスクラッド複合材 （切り
刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼） （側金/
ステンレススチール）口金・尻金/ステンレ
ススチール、柄/積層強化木、本体サイズ:全
長265mm、刃渡り150mm、重量:75ｇ 常温

50,000円以上
ふるさと納税
寄附金額

頒布会 全２回のお届け

〈貝印〉

包丁×飛騨牛コース
申込
番号 58E005
世界に誇る関市の包丁と、
銘柄牛「飛騨牛」を月替わ
りで。岐阜の名品をご堪能
いただけます。
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10,000円
申込番号58E010～58E021
の中からご希望の謝礼品1点を
お選びください。

ふるさと納税
寄附金額

内容：約300ｇ（9～15玉）×2箱 冷蔵

お届け期間：12月上旬～3月上旬　
お申込受付：1月末まで

岐阜県産いちご華かがり
艶やかな赤色が美しい「華かがり」。高い糖度と豊富
な果汁が味わい深い、大粒のいちごです。 

申込
番号 58E012

〈明宝ハム〉ハム・ソーセージ詰合せ
創業以来職人の技にこだわり続ける、国産の豚肉を使用したハム。
定番のハムとソーセージなどをひと箱に。
内容：明宝ハム360ｇ、瑞峰360ｇ、スモークソーセージ250ｇ、ポークソーセージ
300ｇ、パセリソーセージ300ｇ／賞味期限：冷蔵で64日 冷蔵

申込
番号 58E010 〈オークスハート〉飲む酢 デザートビネガーセット

自然豊かな岐阜県加茂郡で醸造された飲む酢デザートビネガー。
水や牛乳で割ったり、ヨーグルトなどにかけても美味。
内容：150mℓ ×4（飲むブルーベリーの酢、飲むシャルドネの酢、飲むざくろの酢、飲
むふじりんごの酢、各1）常温

申込
番号 58E011

〈牧成舎〉飛騨のもなかアイスセット
20年以上飛騨の地で愛されてきたモナカ
アイス。飛騨産の生乳を濃縮して作った、
ミルクの深い旨みが魅力。
内容：もなかアイス4個（バニラ、あん抹茶、コーヒー、い
ちご）、ミニもなかアイス4個（バニラ、抹茶、いちご、コー
ヒー）、カップアイス3個（バニラ、抹茶、いちご）冷凍

申込
番号 58E013

〈やよい〉髙山中華そば
細めの縮れ麺にあっさりとした醤油スープ
が美味。昔ながらの髙山ラーメンを提供す
る名店の味をご家庭でお楽しみください。
内容：12食入り（2食×6）、チャーシュー・メンマ・ネギ・
ストレートスープ付／賞味期限：冷蔵で14日冷蔵

申込
番号 58E014

〈キッチン飛騨〉贅沢缶詰セット
スパイシーなビーフカレーと、デミグラス
ソースの程よい酸味がマイルドなビーフシ
チューの詰合せです。柔らかな飛騨牛を使
用しています。
内容：飛騨牛使用ビーフカレー430ｇ×2、飛騨牛使用
ビーフシチュー430ｇ×2 常温

申込
番号 58E015
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10,000円
申込番号58E010～58E021
の中からご希望の謝礼品1点を
お選びください。

ふるさと納税
寄附金額

〈喜八郎〉喜八郎牛まん
飛騨牛のバラ肉と赤身を合わせたジューシーな具を、
ふっくらとした皮で包んだ「喜八郎」の看板品です。
内容：100ｇ×8個 冷凍

申込
番号 58E016

〈和幸〉更紗トラウトサーモンセット（生食用）
岐阜で育ったトラウトサーモンのおいしさを、急速凍結で閉じ込めま
した。お刺身やサラダに。
内容：切身（背）100ｇ×2、切身（腹）70ｇ、昆布締め100ｇ、マリネ50ｇ×2 冷凍

申込
番号 58E018

〈上見屋〉わっぱ飯 4種詰合せ
〈上見屋〉の伝統的な「わっぱ飯」4種セットです。わっぱごとレンジ
で温め、そのままお手軽にお召し上がりいただけます。
内容：うなわっぱ100ｇ×1個、牛しぐれわっぱ105ｇ×1個、山菜とりわっぱ90ｇ×1個、
栗小豆わっぱ102ｇ×1個 冷凍

申込
番号 58E017

岐阜県産はつしも
初霜が降りる頃に収穫されることから名付
けられた、岐阜県の奨励品種。粒が大きく、
冷めてもおいしいお米です。
内容：5㎏×2袋 常温

申込
番号 58E019

〈和幸〉美濃清流鮎セット
世界農業遺産『清流長良川の恵みの逸品』
に認定された鮎を、新鮮なうちに冷凍しま
した。使いやすい2尾パックです。
内容：美濃清流鮎2尾入×5P、美濃清流鮎（小鮎）100ｇ×
2P 冷凍

申込
番号 58E020

〈起き上り本舗〉起き上り最中４種と
カステラ詰合せ
岐阜土産として人気の銘菓「起き上り最中」
とカステラの詰合せです。
内容：起き上り最中（小倉餡）6個・（抹茶餡）2個・（きんとん餡）2個・（大
粒栗入り小倉餡）5個・カステラ1斤／賞味期限：常温で15日常温

申込
番号 58E021
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20,000円
申込番号58E022～58E029
の中からご希望の謝礼品1点を
お選びください。

ふるさと納税
寄附金額

ボーノポークぎふ詰合せ
肉の旨みと脂の甘みを楽しめます。
内容：しゃぶしゃぶ用（ロース400ｇ、モモ400ｇ、ぽん酢170ｇ、ごまだれ170ｇ）
ステーキ用（ロース10枚（計1,000ｇ）、ステーキソース160ｇ×2）／賞味期限：冷凍で
30日 冷凍

申込
番号 58E023 〈高山麦酒〉味わいセット

麦芽100%、天然水仕込みのビール。個性際立つ味わい濃厚な5種
を、お楽しみいただけます。
内容：500mℓ瓶×12本（ペールエール、ピルセナー各3本、ダークエール、ヴァイツェン、
スタウト各2本）／賞味期限：冷蔵で45日 冷蔵

申込
番号 58E024

〈起き上り本舗〉バラエティーセット
岐阜銘菓「起き上り最中」と焼き菓子を詰め合わせました。バラエティー
豊かな老舗の味わいをお楽しみください。
起き上り最中（小倉餡6個、抹茶餡2個、きんとん餡2個、大粒栗入り小倉餡20個）、大納言
小豆最中5個、吟上最中5個、盛々饅頭（黄味餡5個、小倉餡5個）、長良川（チョコレート2個、
抹茶小倉2個、キャラメル2個）、特製かすていら半斤／賞味期限：常温で15日常温

申込
番号 58E026〈マグリーフ〉飛騨牛すじ丼セット

中華風のコクみそ味と、あっさりしょうゆ味のセット。口に入れたとた
んにとろけるおいしさです。
内容：しょうゆ味140ｇ×5、みそ味140ｇ×5 冷凍

申込
番号 58E025

飛騨牛すき焼用
岐阜県の銘柄牛「飛騨牛」の肩ロース肉をすき焼用に
スライス。きめ細かな肉が舌の上でとろけます。
内容：肩ロース500ｇ／賞味期限：冷凍で30日 冷凍

申込
番号 58E022
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20,000円
申込番号58E022～58E029
の中からご希望の謝礼品1点を
お選びください。

ふるさと納税
寄附金額

21,000円
申込番号58E030・58E031の
いずれかからご希望の謝礼品
1点をお選びください。

ふるさと納税
寄附金額

〈上見屋〉飛騨牛のローストビーフ
料理人が厳選したA5等級のモモ肉をローストビー
フにしました。しつこくなくさっぱりとした飛騨牛独特
の脂の旨みをお楽しみ下さい。
内容：ローストビーフ300~350ｇ、和風ドレッシングごましょ
うゆ、焙煎胡麻ドレッシング各15ｇ×2／賞味期限：冷凍で30日
冷凍

申込
番号 58E027

〈キュルノンチュエ〉燻製ハム・ソーセージ詰合せ
フランス伝承の技で丹念にスモークしました。
内容：白かび熟成の乾燥ソーセージ約90ｇ、モンベリアールのソーセージ約200ｇ、
フランクフルトのソーセージ約200ｇ、トゥールーズのソーセージ約220ｇ、プロヴァ
ンス風ソーセージ約220ｇ、コンテ・チーズ入りの燻製加熱ソーセージ約200ｇ、豚
肩ロースの燻製熟成品約60ｇ／賞味期限：冷蔵で30日 冷蔵

申込
番号 58E028 〈喜八郎〉グルメセットB

飛騨牛を使った味を、一度に楽しめるよくばりなセットです。
内容：喜八郎牛まん100ｇ×12個、飛騨牛しぐれ煮×1袋、飛騨牛コロッケ90ｇ×5個
冷凍

申込
番号 58E029

〈泉屋〉鮎ピザセット
子持鮎熟れ寿しから作った白熟クリーム、あゆチョビソース、鮎醤（び
しお）を使ったピザです。
内容：マルゲリータ＆ジェノベーゼ×2枚、飛騨牛＆氷魚のカチョカヴァロ×2枚 冷凍

お届け期間：10月上旬～6月上旬

申込
番号 58E031　             　　　       〈奥飛騨ガーデンホテル焼岳〉奥飛騨キャビア

北アルプスの伏流水で育てたチョウザメの卵「奥飛騨キャビア」。和
食にも合うキャビアに仕上げました。
内容：15ｇ／賞味期限：冷凍で90日 冷凍

申込
番号 58E030
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30,000円
ふるさと納税
寄附金額

飛騨牛サーロインステーキ用
岐阜県の銘柄牛「飛騨牛」のサーロイン肉をス
テーキ用にカット。芳醇な味わいをご堪能い
ただけます。
内容：サーロインステーキ×3枚（計540ｇ）／
賞味期限：冷凍で30日 冷凍

申込
番号 58E032

飛騨牛ステーキ＆すき焼用セット
岐阜県の銘柄牛「飛騨牛」のすき焼とステーキのセット。大満足のボ
リュームです。
内容：サーロインステーキ×3枚（計540ｇ）、肩ロース（すき焼用）500ｇ／賞味期限：
冷凍で30日 冷凍

申込
番号 58E033 　　　　　　　　　〈キュルノンチュエ〉燻製ハム・ソーセージバラエティセット

〈キュルノンチュエ〉の味を堪能できるセット。
内容：豚ばら肉燻製約130ｇ×1、モンベリアールのソーセージ約200ｇ×2、白かび熟成の乾燥ソーセージ約90ｇ×1、燻製
熟成の乾燥ソーセージ約80ｇ×1、モンベリアールの乾燥ソーセージ約85ｇ×1、チョリソの乾燥ソーセージ約80ｇ×1、煙
突の燻製生ハム約85ｇ×1、フランクフルトのソーセージ約200ｇ×2、トゥールーズのソーセージ約220ｇ×2、サラメ・ミラー
ノ約85ｇ×1、プロヴァンス風ソーセージ約220ｇ×2、コンテ・チーズ入りの燻製加熱ソーセージ約200ｇ×2、庭先のハー
ブ入りソーセージ約220ｇ×2／賞味期限：冷蔵で30日 冷蔵 　お届け期間：1月中旬～10月中旬

申込
番号 58E034

56,000円50,000円
ふるさと納税
寄附金額

ふるさと納税
寄附金額

飛騨牛三昧セット
飛騨牛のおいしさを味わい尽
くすセット。柔らかな肉質、濃
い旨みを心ゆくまでご堪能く
ださい。
内容：ステーキ用:サーロイン×2枚
（計380ｇ）、すき焼用:肩ロース400ｇ、
焼肉用:バラ400ｇ、しゃぶしゃぶ用:
ロース400ｇ／賞味期限：冷凍で30
日 冷凍

申込
番号 58E035

100,000円
ふるさと納税
寄附金額

47 〈頒布会〉 月替わりで謝礼品をお届けするコース。1回目から約1カ月間隔で、回数分お届けします。

グルメコース申込
番号 58E036

〜頒布会のご紹介〜
全３回のお届け

3回目2回目1回目

ボーノポークぎふしゃぶしゃぶ用
肉の旨みと脂の甘みが強く、肉本来の味を堪能できま
す。添付のたれと一緒にどうぞ。
内容：ロース300ｇ、バラ300ｇ、ぽん酢170ｇ、ごまだ
れ170ｇ／賞味期限：冷凍で30日 冷凍

〈キッチン飛騨〉贅沢缶詰セット
スパイシーなビーフカレーと、デミグラスソースの程よ
い酸味がマイルドなビーフシチューの詰合せです。柔
らかな飛騨牛を使用しています。
内容：飛騨牛使用ビーフカレー430ｇ×2、飛騨牛使用
ビーフシチュー430ｇ×2 常温

〈明宝ハム〉ハム・ソーセージ詰合せ
創業以来職人の技にこだわり続ける、国産の豚肉を使
用したハム。定番のハムとソーセージなどをひと箱に。
内容：明宝ハム360ｇ、瑞峰360ｇ、スモークソーセー
ジ250ｇ、ポークソーセージ300ｇ、パセリソーセージ
300ｇ／賞味期限：冷蔵で64日 冷蔵

1回目 3回目

〈オークスハート〉飲む酢 デザートビネガーセット
自然豊かな岐阜県加茂郡で醸造された飲む酢デザートビネ
ガー。水や牛乳で割ったり、ヨーグルトなどにかけても美味。
内容：150mℓ ×4（飲むブルーベリーの酢、飲むシャル
ドネの酢、飲むざくろの酢、飲むふじりんごの酢、各1）
常温

〈牧成舎〉飛騨のチーズ＆ソーセージセット
明治30年創業の飛騨の牛乳屋〈牧成舎〉が作るチーズ4種
に、モッツァレラチーズを入れたソーセージを合わせました。
フレッシュモッツァレラチーズ100ｇ、チーズの溜り醤
油漬け100ｇ、チーズのわさび醤油漬け100ｇ、大人の
素っぴんチーズ200ｇ、モッツァレラ入りソーセージ
150ｇ／賞味期限：冷蔵で12日冷蔵

奥美濃古地鶏バラエティーセット
大自然の中でのびのびと育った地鶏を、手間ひまかけてハムやウ
インナーにしました。多彩なバリエーションをお楽しみください。
内容：ハム400ｇ 、ウインナー150ｇ、むねパストラミ150
ｇ、くんせい手羽先パストラミ160ｇ、砂肝燻製70ｇ、リ
オナソーセージレモンパセリ100ｇ／賞味期限：冷蔵で
30日 冷蔵

2回目

朝に食べたい一品コース申込
番号 58E037 全３回のお届け

 30,000円ふるさと納税
寄附金額

 30,000円ふるさと納税
寄附金額

〈高山麦酒〉味わいセット
麦芽100%、天然水仕込みのビール。味わ
い濃厚で、個性際立つ5種をお届けします。 
内容：500mℓ瓶×12本（ペールエール、ピルセナー各3
本、ダークエール、ヴァイツェン、スタウト各2本）／賞
味期限：冷蔵で45日 冷蔵

〈キュルノンチュエ〉

燻製ハム・ソーセージ詰合せ
フランス伝承の技で丹念にスモークしました。
内容：白かび熟成の乾燥ソーセージ約90ｇ、モンベリアールのソーセージ約200ｇ、 
フランクフルトのソーセージ約200ｇ、トゥールーズのソーセージ約220ｇ、プロヴァ
ンス風ソーセージ約220ｇ、コンテ・チーズ入りの燻製加熱ソーセージ約200ｇ、
豚肩ロースの燻製熟成品約60ｇ／賞味期限：冷蔵で30日 冷蔵

〈喜八郎〉グルメセットA
飛騨牛を使った味を、一度に楽しめるよくば
りなセットです。
内容：喜八郎牛まん100ｇ×2個、飛騨牛しぐれ煮×1袋、
飛騨牛コロッケ90ｇ×5個 冷凍

晩酌コース申込
番号 58E038 全３回のお届け

1回目 3回目2回目

 45,000円ふるさと納税
寄附金額

48



〈頒布会〉 月替わりで謝礼品をお届けするコース。1回目から約1カ月間隔で、回数分お届けします。 〈頒布会〉 月替わりで謝礼品をお届けするコース。1回目から約1カ月間隔で、回数分お届けします。

4回目 5回目

飛騨牛しゃぶしゃぶ用
よりジューシーでより繊細な味わいをご堪能ください。
内容：ロース800ｇ／賞味期限：冷凍で30日 冷凍

飛騨牛ローストビーフ
飛騨牛を風味豊かに仕上げました。
内容：モモ肉ローストビーフ300ｇ×2、ローストビーフソース
100mℓ ×2、レホール3ｇ×6／賞味期限：冷凍で30日 冷凍

飛騨牛豪華コース申込
番号 58E042 全5回のお届け

飛騨牛サーロインステーキ用
芳醇な肉の旨みをたっぷり楽しめます。
内容：サーロインステーキ×5枚（計850ｇ）／賞味
期限：冷凍で30日 冷凍

飛騨牛すき焼用
赤身と脂の織りなす濃厚な旨みが美味。
内容：肩ロース1000ｇ／賞味期限：冷凍で30日
冷凍

飛騨牛焼肉用
見た目に豪華、味わい満足なセット。
内容：バラ650ｇ、肩ロース650ｇ／賞味期限：冷
凍で30日 冷凍

1回目 2回目 3回目

岐阜髙島屋グルメセレクションお申し込みの際のご注意
【お問い合わせ先】
髙島屋ふるさと納税コールセンター 

0120-994-805
【受付時間】 
午前10：00〜午後5：00

（年末年始12月29日～1月4日は休業となります）

頒布会コースについて

内容表示について

●お申し込み後、1 回目の謝礼品をお届けいたします。2 回目以降のお届けは、1 回目の
謝礼品お届け日から、約 1カ月間隔で回数分お届けいたします。

●常温は常温便・冷蔵は冷蔵便・冷凍は冷凍便にてお届けします。
●消費・賞味期限は製造日または出荷日より90 日以内の謝礼品について、保存方法（常温・

冷蔵・冷凍）と賞味日数を表示しております。消費・賞味期限を表示していない謝礼品（一
部生鮮品を除く）の期限は91日以上でございます。

●お届け期間限定の謝礼品は、記載されている期間以外のお届けは承れません。
●掲載謝礼品は諸事情により、内容パッケージ、原産地等が変更になる場合がございます。
●掲載謝礼品の寄附金額は変更になる可能性がございます。
●ゴールデンウィーク（4月28日～5月10日）、お盆（8月11日～20日）、年末年始（12月24日～

1月10日）は出荷元の都合によりお届けできません。
●20 歳未満の方の酒類のお申し込みは、お受けできません。

ぜいたくコース申込
番号 58E040 全５回のお届け

4回目3回目1回目 2回目 5回目

内容：肩ロース500ｇ／賞味期
限：冷凍で30日 冷凍

内容：サーロインステーキ×3
枚（計540ｇ）／賞味期限：冷凍
で30日 冷凍

奥美濃古地鶏 
バラエティーセット
地鶏を手間ひまかけてハムなどに。
内容：ハム400ｇ 、ウインナー
150ｇ、むねパストラミ150ｇ、
くんせい手羽先パストラミ160
ｇ、砂肝燻製70ｇ、リオナソー
セージレモンパセリ100ｇ／賞
味期限：冷蔵で30日 冷蔵

内容：15ｇ／賞味期限：冷凍
で90日 冷凍

〈奥飛騨ガーデンホテル焼岳〉

奥飛騨キャビア
北アルプスの伏流水で
育てたチョウザメの卵
「奥飛騨キャビア」です。

飛騨牛 
すき焼用
飛騨牛のすき焼用肩
ロース肉。きめ細かな脂
がとろけます。

飛騨牛 
サーロインステーキ用
飛騨牛のステーキ用
サーロイン肉。芳醇な味
わいです。

ボーノポークぎふ詰合せ
肉の旨みと脂の甘みを楽しめます。
内容：しゃぶしゃぶ用（ロース
400ｇ、モモ400ｇ、ぽん酢170
ｇ、ごまだれ170ｇ）ステーキ
用（ロース10枚（計1,000ｇ）、ス
テーキソース160ｇ×2）／賞味
期限：冷凍で30日 冷凍

飛騨牛しゃぶしゃぶ用
繊細な旨みを堪能できる、飛騨
牛のしゃぶしゃぶ用ロース肉。
きめ細かく上品な舌ざわりです。

内容：ロース700ｇ／賞味期限：冷凍で
30日 冷凍

4回目

飛騨牛食べ比べコース申込
番号 58E041 全4回のお届け

飛騨牛サーロインステーキ用
コク、旨みに優れた飛騨牛のス
テーキ用サーロイン肉。食べご
たえ満点です。

内容：サーロインステーキ×3枚（計600
ｇ）／賞味期限：冷凍で30日 冷凍

1回目

飛騨牛焼肉用
濃厚な旨みながら、しつこさのな
い飛騨牛のバラ肉を焼肉用にカッ
ト。大勢でお楽しみいただけます。

内容：バラ1000ｇ／賞味期限：冷凍で
30日 冷凍

3回目

飛騨牛すき焼用
赤身と脂の織りなす濃厚な旨み
が美味。飛騨牛のすき焼用肩
ロース肉がたっぷり。

内容：肩ロース750ｇ／賞味期限：冷凍
で30日 冷凍

2回目

酒類販売管理者
（2018年7月時点）

販売場の名称
及び所在地

株式会社髙島屋 法人事業部西日本営業部
大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38
近鉄新難波ビル4 階

酒類販売管理研修受講年月日 平成28年7月21日

次回研修の受講期限 平成31年7月20日

酒類販売管理者の氏名 川崎 啓輔 研修実施団体名 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

5回目

スウィーツ＆チーズコース申込
番号 58E039 全5回のお届け

4回目3回目1回目

フレッシュモッツァレラチーズ100ｇ、
チーズの溜り醤油漬け100ｇ、チーズの
わさび醤油漬け100ｇ、大人の素っぴ
んチーズ200ｇ、モッツァレラ入りソー
セージ150ｇ／賞味期限：冷蔵で12日
冷蔵

〈牧成舎〉
飛騨のチーズ＆ソーセージセット
明治30年創業の飛騨の牛乳
屋〈牧成舎〉が作るチーズ4種
に、モッツァレラチーズを入れ
たソーセージを合わせました。

〈起き上り本舗〉
起き上り最中4種とカステラ詰合せ
岐阜土産として人気の銘
菓「起き上り最中」とカス
テラの詰合せです。
内容：起き上り最中（小倉餡）6個・
（抹茶餡）2個・（きんとん餡）2個・
（大粒栗入り小倉餡）5個・カステ
ラ1斤／賞味期限：常温で15日
常温

〈オークスハート〉

飲む酢 デザートビネガーセット
自然豊かな岐阜県加茂郡で醸造
された飲む酢デザートビネガー。
ヨーグルトなどにかけても美味。
内容：150mℓ ×4（飲むブルーベ
リーの酢、飲むシャルドネの
酢、飲むざくろの酢、飲むふじ
りんごの酢、各1）常温

〈牧成舎〉

飛騨のもなかアイスセット
20年以上飛騨の地で愛されてきた
アイス。飛騨産の生乳を濃縮して
作った、ミルクの深い旨みが魅力。
内容：もなかアイス4個（バニ
ラ、あん抹茶、コーヒー、いち
ご）、ミニもなかアイス4個（バ
ニラ、抹茶、いちご、コーヒー）、
カップアイス3個（バニラ、抹
茶、いちご）冷凍

〈烏骨鶏本舗〉

ロールケーキセット
烏骨鶏の卵を使ったきめ細
かなフワフワのスポンジで
生クリームを包みました。
内容：烏骨鶏ロールケーキ（和
栗）×1本、烏骨鶏ロールケーキ
（生チョコ）×1本／：冷凍で90
日 冷凍

2回目

〜頒布会のご紹介〜
 50,000円ふるさと納税

寄附金額

 90,000円ふるさと納税
寄附金額

 200,000円ふるさと納税
寄附金額

 300,000円ふるさと納税
寄附金額
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