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岐阜県 東白川村

令和3年東白川村産コシヒカリ（
白米）10㎏

10,000円

令和３年新米の発送を開始しま
す!
10月中旬より、順次お届けです
。
標高600ｍの山間地のきれいな

令和３年東白川村産コシヒカリ
（五分づき）10㎏

10,000円

令和３年新米の発送を開始しま
す!
10月中旬より、順次お届け予定
です。
標高600ｍの山間地のきれいな

令和３年東白川村産コシヒカリ
（玄米）10㎏

10,000円

令和３年新米の発送を開始しま
す!
10月中旬より、順次お届け予定
です。
標高600ｍの山間地のきれいな

特選東濃ヒノキ薪約40ｋｇセッ
ト

13,000円

東白川村の東濃ヒノキの間伐材
を使用しています。
ヒノキは火付きがいいので、薪
ストーブなどの初期燃焼に最適
です。

特選東濃ヒノキ薪約200ｋｇセッ
ト

61,000円

東白川村の東濃ヒノキの間伐材
を使用しています。
ヒノキは火付きがいいので、薪
ストーブなどの初期燃焼に最適
です。

焚付用薪2箱セット

11,000円

ヒノキや広葉樹の薪を作る工程
から出る端材や製材所又は木工
所から出る端材を利用した焚付
薪です。
薪ストーブなど着火に最適です

なら薪約40ｋｇセット(山に生き
る会)

14,000円

岐阜県産のなら材を使用してい
ます。
天然材料、自然乾燥ですのでサ
イズ・形状にバラつきや虫食い
があります。

なら薪約200ｋｇセット(山に生
きる会)

65,000円

岐阜県産のなら材を使用してい
ます。
天然材料、自然乾燥ですのでサ
イズ・形状にバラつきや虫食い
があります。

ナラ薪800kg配達便(岐阜県・愛
知県限定)

220,000円

この商品は、配達地域限定（岐
阜県及び愛知県）となっていま
す。

焚付用薪針葉樹小割4箱セット

15,000円

火種があれば簡単に着火します

焚付用薪ヒノキ小枝2箱セット

8,000円

３種類の小枝がセットになって
います。

神棚用国産榊（さかき）【3ヶ月
連続お届け定期便】

10,000円

東白川村は明治3年の廃仏毀釈
により、お寺の無い神道の村で
す。
お寺の無い村・神々が宿る神道
の村・・・その東白川村に自生
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岐阜県　東白川村

純国産（東白川村産）生きくら
げ500ｇと生白いきくらげ150ｇ

10,000円

〜キーワードは免疫力アップ！
きくらげパワーに注目〜
2020年4月に清流が流れる東白
川村の山奥できくらげの自家栽
培をはじめました。

純国産（東白川村産）生白いき
くらげ300ｇ

10,000円

〜キーワードは免疫力アップ！
きくらげパワーに注目〜
2020年4月に清流が流れる東白
川村の山奥できくらげの自家栽
培をはじめました。

純国産（東白川村産）生きくら
げ１ｋｇ

10,000円

〜キーワードは免疫力アップ！
きくらげパワーに注目〜
2020年4月に清流が流れる東白
川村の山奥できくらげの自家栽
培をはじめました。

乾燥白いきくらげ50ｇときくら
げ100ｇ

16,000円

〜キーワードは免疫力アップ！
きくらげパワーに注目〜
2020年4月に清流が流れる東白
川村の山奥できくらげの自家栽
培をはじめました。

乾燥きくらげ200ｇ

16,000円

〜キーワードは免疫力アップ！
きくらげパワーに注目〜
2020年4月に清流が流れる東白
川村の山奥できくらげの自家栽
培をはじめました。

杜のきくらげづくしセット

18,000円

たっぷりの新鮮な生きくらげと
白いきくらげ
お手軽にきくらげの栄養を採れ
るきくらげパウダー
きくらげを使った漬物と佃煮の

東白川村杜の工房新鮮生きくら
げたっぷりセット

18,000円

〜キーワードは免疫力アップ！
きくらげパワーに注目〜
2020年4月に清流が流れる東白
川村の山奥できくらげの自家栽
培をはじめました。

杜のふるさと便

18,000円

〜キーワードは免疫力アップ！
きくらげパワーに注目〜
2020年4月に清流が流れる東白
川村の山奥できくらげの自家栽
培をはじめました。

杜のきくらげづくしセット～プ
レミアム～

22,000円

「たっぷりの新鮮な生きくらげ
と希少な白い生きくらげ」「水
で戻して使える乾燥きくらげ２
種類」「きくらげの栄養をまる
ごと手軽に採れる白いきくら…

最高級飛騨牛サーロインのしゃ
ぶすきと国産きくらげ杜のセッ
ト（冷凍）

33,000円

岐阜県の名産品「飛騨牛」と「
飛騨旨豚」と「杜のきくらげ」
の贅沢なしゃぶしゃぶ＆すき焼
きセット。
・飛騨牛最高級サーロインのし

最高級飛騨牛サーロインのしゃ
ぶすきと国産きくらげ極みセッ
ト冷凍

48,000円

岐阜県の名産品「飛騨牛」と「
飛騨旨豚」と「杜のきくらげ」
の贅沢なしゃぶしゃぶ＆すき焼
きセット。

最高級飛騨牛のサーロインと国
産きくらげ豪華セット（冷凍）

62,000円

岐阜県の名産品「飛騨牛」と「
飛騨旨豚」と「杜のきくらげ」
の贅沢なしゃぶしゃぶ＆サーロ
インステーキセット。
・最高級飛騨牛サーロインステ
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岐阜県　東白川村

東白川村育ち飛騨牛モモまたは
カタすき焼き・しゃぶしゃぶ用

11,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

東白川村育ち飛騨牛バラカルビ
焼肉用

11,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

東白川村育ち飛騨牛肩ロースす
き焼き・しゃぶしゃぶ用

17,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

東白川村育ち飛騨牛肩ロース焼
肉用

17,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

東白川村育ち飛騨牛ロースステ
ーキ

22,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

東白川村育ち飛騨牛肩ロースす
き焼き・しゃぶしゃぶ用800g

33,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

東白川村育ち飛騨牛肩ロース焼
肉用800g

33,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

東白川村育ち飛騨牛霜降りと赤
身の焼肉セット

33,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

東白川村育ち飛騨牛ロースすき
焼き・しゃぶしゃぶ用

54,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

東白川村育ち飛騨牛厚切りロー
スステーキ4枚

54,000円

◇発送は令和４年の年明けから
となります

たっぷり1200g！しげこさんのブ
ルーベリー〈ジャム用〉

10,000円

東白川村の五加地区にて農薬、
化学肥料は使用せず
10年以上山の果実「ブルーベリ
ー」をご夫婦で栽培しています
。

茶蔵園上煎茶「薫風－くんぷう
－」

3,000円

やや熱めのお湯でも
爽やかな香りとやわらかな味が
愉しめる上煎茶
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岐阜県　東白川村

茶蔵園特撰煎茶「清流－せいり
ゅう－」

4,000円

香りと味の調和を大切に
幅広い世代に親しまれている
茶蔵園が誇る特撰煎茶

茶蔵園特上煎茶「空鏡－くうき
ょう－」

5,000円

芳醇で豊かな味わいが
口の中に広がる特上煎茶

茶蔵園高級煎茶「天籟－てんら
い－」

6,000円

茶葉本来の香りを大切にした
香り高く、品格のある高級煎茶

茶蔵園最高級煎茶「神賜－しん
し－」

8,000円

美濃白川茶の厳選した茶葉を使
用し
茶師の技術を余すことなく尽く
した
茶蔵園最高級煎茶

〈東白川茶の味と香りを楽しむ
〉茶師おすすめセット（2袋入）

9,000円

心地の良い豊かな旨味のある「
特上煎茶－空鏡」
茶師が最もこだわり仕立てた看
板商品「特撰煎茶－清流」
茶師おすすめ煎茶セット。

美濃白川茶本煎茶ペットボトル

10,000円

山の希少茶濃く、香り高いあじ
わい茶産地の茶師が仕立てた東
白川村産茶葉100%

ティーバッグとロールケーキセ
ット

11,000円

白川茶で紅茶を作りました。そ
れにピッタリ合うロールケーキ
とセットにしました。

フィルターインボトル水出し茶
スターターセット「特上煎茶-
清流」

11,000円

手軽に水出し茶が作れる便利で
おしゃれなフィルターインボト
ルと、白川茶製造元「茶蔵園」
の水出しでもおいしく味わえる
「特上煎茶―清流」セット。

フィルターインボトル水出し茶
スターターセット「特上焙じ茶-
茜薫る」

11,000円

手軽に水出し茶が作れる便利で
おしゃれなフィルターインボト
ルと、白川茶製造元「茶蔵園」
の水出しでもおいしく味わえる
「特上焙じ茶-茜薫る」セッ…

茶蔵園「特上焙じ茶－茜薫るセ
ット」

11,000円

日本全国で焙じ茶ブーム！

今年の春から新発売の茶蔵園「
特上焙じ茶-茜薫る」の3袋詰め
合わせセット！

茶蔵園－東白川村のティーバッ
グセット－

11,000円

東白川村の実在する風景をイラ
ストにした遊び心あふれるパッ
ケージ。中身はティーバッグで
もしっかりと味わえるよう、良
質でそれぞれ特徴の異なる茶…

茶蔵園特撰煎茶「清流」セット
（3袋入）

12,000円

茶蔵園が誇る看板商品「特撰煎
茶－清流」を
たっぷり楽しめる詰め合わせ。
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岐阜県　東白川村

〈特別なお茶～日々のお茶〉茶
師おすすめセット（3袋入）

12,000円

白川茶製造元「茶蔵園」の春摘
み煎茶シリーズの中で、茶師で
ある森本健二氏が「ティータイ
ムにゆっくり愉しむ茶～気軽に
味わえる日々のお茶」をセレ…

〈二大代表商品を味わう〉茶蔵
園セット（2袋入）

12,000円

白川茶製造元「茶蔵園」を代表
する煎茶の詰め合わせ。
白川茶市場にて最高評価をつけ
た茶葉で作った煎茶「最高級煎
茶－神賜」

東白川村のお茶アイス詰め合わ
せ

13,000円

白川茶製造元「茶蔵園」が監修
！
東白川村の銘茶「白川茶」を10
0％使用して作ったアイス。

〈贅沢に愉しむ〉茶蔵園高級茶
セット（2袋入）

14,000円

白川茶製造元「茶蔵園」の高級
茶2種類の詰め合わせ。

白川茶市場にて最高評価をつけ
た茶葉で作った煎茶「最高級煎

〈贅沢に愉しむ〉茶蔵園高級茶
セット（3袋入）

18,000円

白川茶製造元「茶蔵園」の高級
茶3種類の詰め合わせ。

白川茶市場にて最高評価をつけ
た茶葉で作った煎茶「最高級煎

茶蔵園春摘み煎茶セット（5袋入
）

25,000円

白川茶製造元「茶蔵園」の春摘
み煎茶シリーズすべての詰め合
わせ。
東白川村のお茶の「味・香・旨
」が詰まっています。思う存分

とまとのまんま無塩（２本入）

6,000円

平成４年、東白川村の特産品と
して生まれたトマトジュース『
とまとのまんま』。

農家の皆さんが丹精こめて栽培

とまとのまんま360ml（有塩２本
・無塩３本）５本入

8,000円

平成４年、東白川村の特産品と
して生まれたトマトジュース『
とまとのまんま』。

農家の皆さんが丹精こめて栽培

有塩とまとのまんま360ml４本入

7,000円

東白川村自慢のトマト「桃太郎
」から搾ったトマトジュースを
是非ご賞味ください！

とまとづくし

9,000円

自然豊かな東白川村の特産品を
詰め合わせました。
人気商品「とまとのまんま」を
はじめ、とまとケチャップ・と
まとジャムと、

とまとのまんま有塩（3本入）

8,000円

平成４年、東白川村の特産品と
して生まれたトマトジュース『
とまとのまんま』。

農家の皆さんが丹精こめて栽培

とまとのまんま無塩（3本入）

8,000円

平成４年、東白川村の特産品と
して生まれたトマトジュース『
とまとのまんま』。

農家の皆さんが丹精こめて栽培
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岐阜県　東白川村

東白川村特産バラエティーミニ
セット

10,000円

好評のとまとのまんまやトマト
ケチャップ、にんにく醤油、ジ
ャムなどすべて村で作った特産
品を取り揃えました。

うめジュース（3本入）

8,000円

そのままでも良し、炭酸、焼酎
などで割ってお召し上がりくだ
さい。

しそジュース（3本入）

8,000円

着色料や保存料は、一切使用せ
ず体にやさしいドリンクです。

とまとのまんま有塩（20本入）

30,000円

夏秋トマト「桃太郎」を搾った
だけのトマト100％です。

とまとのまんま無塩（20本入）

30,000円

夏秋トマト「桃太郎」を搾った
だけのトマト100％です。

東白川村のおばさんレシピ【ト
マトケチャップ】5本セット

10,000円

完熟トマト“桃太郎”を主原料
にして、まろやかな風味に仕上
げました。
各種お料理の調味料として、パ
スタソースをはじめ色々な料理

東白川村のおばさんレシピ【に
んにく醤油】5本セット

10,000円

本醸造２年醤油に、すりおろし
たにんにくをたっぷり入れ熟成
させました。
ノンオイルドレッシングです。

東白川村のおばさんレシピ【ト
マトケチャップ＆にんにく醤油
】セット

10,000円

完熟トマト“桃太郎”を主原料
にして、まろやかな風味に仕上
げた『トマトケチャップ』と、
本醸造２年醤油にすりおろした
にんにくをたっぷり入れ熟成さ

つちのこクッキー3枚入り×6袋
セット

10,000円

つちのこクッキー3枚入り×6袋
セット

つちのこの目撃情報が日本一多
いといわれている東白川村では

つちのこグッズ4点セット

2,000円

つちのこグッズ4点セット

つちのこの目撃情報が日本一多
いといわれている東白川村では

つちのこマフラータオル

5,000円

毎年行われるつちのこフェスタ
にもぴったりのマフラータオル
♪

つちのこ村Tシャツ

15,000円

岐阜県東白川村の「つちのこフ
ェスタ実行委員会」公認キャラ
クター
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岐阜県　東白川村

つちのこせんべい９袋セット

11,000円

東白川村で目撃された”つちの
こ”の焼印が押された田舎せん
べいです。
素朴で懐かしい味
1袋15枚入り×９袋のセットで

白川茶３本セット

11,000円

東白川村はお茶の産地では北限
と言われており、一日の寒暖の
差が激しいことから味に深みが
あるお茶と評判です。
今回、村の茶商のお茶の３本セ

吊るし飾り台

12,000円

地元の大工さんの手作り品です
。
雛飾りや端午の節句、季節ごと
の飾りを吊るしたりと一年を通
してインテリアとして

手作り木工品「桧のイス」

13,000円

地元の大工さんが作った桧のイ
スです。

手作り木工品「桧のゴミ箱」

13,000円

地元の大工さんが作った桧のゴ
ミ箱です。

桧のまな板１枚

13,000円

地元の大工さんの手作り品です
。
厚みがしっかりあるので曲がり
にくく、切りやすい。
普段のお料理に使いやすいサイ

東白川村ジュースいろいろセッ
ト

13,000円

東白川村のトマト、梅、しそで
作った自然派ジュース。りんご
ジュースは長野県松川町産のふ
じを搾ったジュースです。

つみマスくみマス

14,000円

東白川村が誇るブランド、「東
濃ひのき」で作った、マスの枠
組みを利用した『積み木』です
。
「積み上げる」、「バランス遊

とまとのまんま有塩（６本入）

15,000円

平成４年、東白川村の特産品と
して生まれたトマトジュース『
とまとのまんま』。

農家の皆さんが丹精こめて栽培

とまとのまんま無塩（６本入）

15,000円

平成４年、東白川村の特産品と
して生まれたトマトジュース『
とまとのまんま』。

農家の皆さんが丹精こめて栽培

とまとのまんま（有塩３本・無
塩３本）６本入

15,000円

平成４年、東白川村の特産品と
して生まれたトマトジュース『
とまとのまんま』。

農家の皆さんが丹精こめて栽培

木工桧ベンチⅡ

23,000円

地元の大工さんが作る天然木を
たっぷり使用した贅沢なベンチ
です。
高さも一般的な椅子と同等なの
で、あらゆるシーンで活躍しま

https://www.furusato-tax.jp/city/product/21507
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/4906390
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/4575511
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/5035365
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/4421031
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/4421030
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/4811124
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/31728
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/4550448
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/5017682
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/5017683
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/5017684
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21507/4918847


ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2021 10 15

岐阜県　東白川村

木工ベンチ（杉）Ⅱ

23,000円

地元の大工さんが作る天然木を
たっぷり使用した贅沢なベンチ
です。
高さも一般的な椅子と同等なの
で、あらゆるシーンで活躍しま

木工桧ベンチⅠ

26,000円

地元の大工さんが作る天然木を
たっぷり使用した贅沢なベンチ
です。
高さも一般的な椅子と同等なの
で、あらゆるシーンで活躍しま

木工ベンチ（杉）Ⅰ

26,000円

地元の大工さんが作る天然木を
たっぷり使用した贅沢なベンチ
です。
高さも一般的な椅子と同等なの
で、あらゆるシーンで活躍しま

とまとのまんま有塩（１２本入
）

30,000円

平成４年、東白川村の特産品と
して生まれたトマトジュース『
とまとのまんま』。

農家の皆さんが丹精こめて栽培

とまとのまんま無塩（１２本入
）

30,000円

平成４年、東白川村の特産品と
して生まれたトマトジュース『
とまとのまんま』。

農家の皆さんが丹精こめて栽培

日本ミツバチ用飼育箱

37,000円

日本の在来種用巣箱です。
日本ミツバチは日本の環境に適
している蜂のため、飼育にかか
る
手間が少ないのが特徴です。

西洋ミツバチ用飼育箱

37,000円

西洋ミツバチ用巣箱です。
採蜜量も多く、プロの養蜂家さ
んが飼育しているのはこちらの
品種。
群れの規模も大きくなるため、

タカブ用飼育箱

37,000円

『蜂の子』と呼ばれるクロスズ
メバチを飼育する巣箱です。
上部の木箱に掘った巣を入れ、
丸太の中で巣を大きくします。
丸太は上下が抜けるようにな…

東白川村自然派ジュース６本【
３ヶ月連続お届け定期便】

45,000円

【定期便】東白川村自然派ジュ
ースを毎月６本、３ヶ月連続で
お届けします。

◆こちらの返礼品は定期便です

朴葉寿司（おばちゃんの店白川
茶屋）

10,000円

地元産コシヒカリ・山菜など使
い美味しく作りました。
地元でも大人気の朴葉寿司12枚
セットです。

つちのこ焼き20匹（あん・クリ
ーム）

10,000円

”つちのこ焼き”が20匹入った
セットです。
甘さ控えめの「あんこ」と「カ
スタードクリーム」が10匹、可
愛い形が人気です。

釜渕のあげ・百枚セット

10,000円

頑固一徹！手造り一筋！手揚げ
百年！
変わらぬ製法で昔ながらの地釜
造りの「釜渕のあげ」は、無添
加の安心安全。
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岐阜県　東白川村

「スツール（シングル）」

35,000円

「スツール」は東白川村が協働
で森づくりに取り組む、森林保
全団体moretreesのオリジナル
プロダクトです。「moretrees
の森」のある岐阜県の東濃ヒノ

「スツール（ダブル）」

50,000円

「スツール」は東白川村が協働
で森づくりに取り組む、森林保
全団体moretreesのオリジナル
プロダクトです。「moretrees
の森」のある岐阜県の東濃ヒノ

清流白川の宿宿泊割引券

10,000円

清流白川のほとりにたたずむ東
白川村の宿。隠れ家のような存
在が密かなブームのようです。
料理旅館吉村屋http://www.yos
himuraya.com/料理旅館中野…

【要事前連絡】東白川村お墓の
掃除サービス

20,000円

事情によりなかなか帰省できず
、お墓が気になる。または、お
墓に行けない方の代わりに東白
川村内にあるお墓を「東白川村
いきいきシルバー人材センタ…

コダマサイドテーブル

110,000円

東白川村産の東濃杉でできた、
便利なサイドテーブルは、使う
場所を選びません。
針葉樹らしく、軽くて持ち運び
もらくちん。立てて使うと、座
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