
食品 はち工房こうけつ 中津川 栗 蜂蜜 70g 1,200

食品 はち工房こうけつ 中津川 栗 蜂蜜 180g 2,000

食品 はち工房こうけつ 中津川 そよご 蜂蜜 70g 1,100

食品 はち工房こうけつ 中津川 そよご 蜂蜜 180g 1,900

食品 マルコ醸造株式会社 くるみ五平たれ 190g 648

食品 有限会社カネマス福丸屋 あじめこしょう一味瓶 15g 380

お菓子 Koike lab. 旬野菜の焼菓子セット【秋】 1,200

お菓子 株式会社サラダコスモ ちこり村 岐阜のかりんとう 栗きんとん 350

お菓子 株式会社サラダコスモ ちこり村 岐阜のかりんとう あじめこしょう 350

お菓子 株式会社サラダコスモ ちこり村 岐阜のかりんとう ゆず 350

お菓子 虎渓渡辺製菓 とっくり陶祖最中 バラ 160

お菓子 虎渓渡辺製菓 とっくり陶祖最中　6個入り 1,100

お菓子 （株）たじみあられ たじみあられ　ごま風味 260

お菓子 （株）たじみあられ たじみあられ　えび風味 260

お菓子 （株）たじみあられ たじみあられ　生姜風味 260

お菓子 （株）たじみあられ たじみあられ　ゆず七味風味 260

飲料 株式会社もみじかえで研究所 もゆるはもみじスパークリング 422

酒 はざま酒造株式会社 恵那山 純米吟醸 ひだほまれ 720ml 1,650

酒 若葉株式会社 若葉 純米吟醸 720ml 1,760

酒 若葉株式会社 若葉 純米 720ml 1,210

工芸品 株式会社カネス MYSTRO 美濃焼ストロー Thank you 2,530

工芸品 株式会社カネス MYSTRO 美濃焼ストロー 和目盛り 2,530

工芸品 株式会社ミヤマプランニング isola パレットプレートL グレーマット 2,200

工芸品 株式会社ミヤマプランニング isola パレットプレートL ブルーマット 2,200

工芸品 嵯峨乃や room GETALS グレー 25cm 14,300

工芸品 嵯峨乃や room GETALS グレー 27cm 14,300

工芸品 赤田刷毛工業株式会社 ALTY洗顔美容ブラシHinoki 4,180

工芸品 赤田刷毛工業株式会社 野菜ブラシ 2,079

食品 山川醸造 もこもこ泡醤油 たまり醤油風味 50ml 540

食品 山川醸造 もこもこ泡醤油 たまごかけ醤油風味 50ml 540

食品 山川醸造 ふりかける醤油 25g 648

食品 山川醸造 ふりかける醤油 飛騨山椒 20g 648

食品 丸昌醸造場 鶏ちゃんみそ 300g 432

食品 飛騨山椒 ミル付き山椒 1,944

食品 内堀醸造 美濃特撰味付ぽん酢 360ml 573

食品 飛騨高山よしま農園 丸ごと赤かぶ 497

食品 プラムナチュール 延年しそ漬け梅 袋入 250g 754

食品 糀屋柴田春次商店 ほうばみそ 甘口 朴葉3枚入 648

食品 吉田ハム 飛騨牛ビーフシチュー 980

食品 吉田ハム 飛騨牛ビーフカレー 980

食品 里山きさら ぎふジビエ鹿のまろやかカレー 864

食品 山本佐太郎商店 白ごはん.comの 無添加ふりかけ 410

食品 山本佐太郎商店 白ごはん.comの 和風カレーふりかけ 388

食品 十六兆 子持ち鮎しぐれ 90g 1,275

食品 十六兆 鮎 塩焼きほぐし 45g 1,060

食品 十六兆 鮎のアヒージョ 1,102

食品 十六兆 スモーク鮎のアヒージョ 1,167

食品 ふるさと清見21 飛騨清見ソース 432

食品 麺の清水屋 飛騨にぼしらーめん 303

食品 麺の清水屋 豆天狗 飛騨高山らーめん 389

食品 飛騨高山よしま農園 青紫蘇ペースト 50g 929

食品 春日養蜂場 伊吹百草蜜 150g 1,100

食品 HALIYO ハリヨの柿酢 熟成生搾り 100ml 1,458

食品 マルコ醸造 茶漬けみそ 180g 378

東濃圏域フェア　販売商品

東濃圏域商品

通常商品



お菓子 美濃山県元気ファーム ドライフルーツかじゅえりー さつまいも 100g 430

お菓子 美濃山県元気ファーム ドライフルーツ かじゅえりー いちご 12g 451

お菓子 美濃山県元気ファーム ドライフルーツ かじゅえりー ふゆうがき 40g 451

お菓子 長瀬久兵衛商肆 豆板 袋入 540

お菓子 長瀬久兵衛商肆 とちのみせんべい 袋入 430

お菓子 長瀬久兵衛商肆 大豆 ココア 90g 432

お菓子 長瀬久兵衛商肆 大豆シナモン90g 432

お菓子 山本佐太郎商店 あゆピー 405

お菓子 山本佐太郎商店 ツバメサブレ 450

お菓子 山本佐太郎商店 3じのビスケット 450

お菓子 井之廣製菓舗 野草グラノーラ入味噌煎餅 670

お菓子 でんすん堂 シャリ巻き 1,080

お菓子 藤井製菓 八百津せんべい 378

お菓子 藤井製菓 八百津せんべい ビンズ 432

お菓子 田中屋せんべい総本家 みそ入大垣せんべい 厚焼 4枚入 540

お菓子 田中屋せんべい総本家 みそ入大垣せんべい 二ツ折 4枚入 540

お菓子 田中屋せんべい総本家 キャラメル煎餅まつほ 2枚入 540

お菓子 田中屋せんべい総本家 落花せんべい 5枚入 648

お菓子 田中屋せんべい総本家 ビンズせんべい  15枚入 648

飲料 伊奈波商會 長良川サイダー 250ml 216

飲料 ぎふコーラプロジェクト ぎふコーラ  200ml 2,200

飲料 白川園本舗 白川茶 ペットボトル 500ml 173

飲料 白川園本舗 ほうじ茶 ペットボトル 500ml 173

飲料 奥長良川名水 高賀の森水 500ml 141

飲料 瑞草園 美濃いび茶金印 100g 641

飲料 瑞草園 美濃いび茶 ほうじ茶ティーバッグ 9個入 565

飲料 瑞草園 特選 美濃いび茶 ティーバッグ 12個入 1,080

飲料 喫茶室 山脈 喫茶室山脈のドリップバッグ 170

飲料 いぶき福祉会 プチパック招福茶 さくら×煎茶 180

飲料 いぶき福祉会 プチパック招福茶 黒豆×三年熟成番茶 180

酒 奥飛騨酒造 初緑 純米吟醸美山錦 橙ラベル箱入 720ml 1,528

酒 奥飛騨酒造 奥飛騨 ウォッカ 300ml 1,320

酒 渡辺酒造店 蓬莱 純米吟醸 家伝手造り 720ml 1,446

酒 渡辺酒造店 にごり 蓬莱 180ml 341

酒 渡辺酒造店 蓬莱 飛騨名物 飛騨のどぶ 300ml 594

酒 蒲酒造場 本醸造 白真弓 180ml 374

酒 日本泉酒造 純米大吟醸 織田信長 720ml 2,750

酒 三千盛 三千盛 純米大吟醸 720ml 1,468

酒 小町酒造 長良川 純米吟醸 限定辛口 720ml 1,650

酒 平瀬酒造店 久寿玉 手造り純米 180mlカップ 319

酒 長良天然ワイン醸造 天然葡萄酒 LeBois 白ワイン辛口 720ml 1,274

酒 長良天然ワイン醸造 天然葡萄酒 LeBois 赤ワイン甘口 720ml 1,430

酒 白木恒助商店 達磨 アイスクリームにかけるお酒 ライト 120ml 1,452

酒 LONG GOOD クラフトジントニック　KUROMOJI  + BERGAMOT 693

酒 郡上八幡麦酒こぼこぼ 郡上八幡麦酒こぼこぼ ペールエール 330ml 770

酒 郡上八幡麦酒こぼこぼ 郡上八幡麦酒こぼこぼ クリームエール 330ml 770

酒 白扇酒造 福来純 伝統製法 熟成本みりん 720ml 1,265

工芸品 真工藝 木版手染ぬいぐるみ 干支シリーズ 卯 ウサギ 1,320

工芸品 真工藝 木版手染ぬいぐるみ 干支シリーズ 仔卯 ウサギ 1,188

工芸品 chahiro 鮎菓子ペンキャップ 880

工芸品 ALASKA BUNGU 岐阜のブックマーク 鵜 176

工芸品 ALASKA BUNGU 岐阜のブックマーク 鮎 176

工芸品 奥井木工舎 飛騨の動物キーリング ライチョウ オス 2,200

工芸品 奥田又右衛門膏本舗 下呂膏の湯 柚子 3包入 770

工芸品 奥田又右衛門膏本舗 下呂膏の湯 生姜 3包入 770

工芸品 奥田又右衛門膏本舗 下呂膏の湯 檜 3包入 770

工芸品 オゼキ レター提灯 ukai 3,300

工芸品 オゼキ レター提灯 信長公 4,356



工芸品 キナリ木工所 ナラの木と布のトートバッグ　（深型）　椅子張り生地 (Ribaco) リボンイエロー（342） 10,450

工芸品 蔵珍窯 LP-1D めで鯛 豆皿 770

工芸品 蔵珍窯 めで鯛 箸置 825

工芸品 カネコ小兵製陶所 ぎやまん陶 浅小鉢 漆ブラウン 2,090

工芸品 カネコ小兵製陶所 ぎやまん陶 浅小鉢 茄子紺ブルー 2,090

工芸品 カネコ小兵製陶所 ぎやまん陶 珈琲碗皿 漆ブラウン 4,840

工芸品 カネコ小兵製陶所 ぎやまん陶 珈琲碗皿 茄子紺ブルー 4,840

工芸品 福壽漆器店 ぐい呑 3,850

工芸品 福壽漆器店 紅丸 弁当箱 11,000

工芸品 白百合工房 つみぼぼ つみき 赤白 6pieces 3,300

工芸品 日本温浴研究所 草木花のお風呂 WARM ORANGE 1回分 660

工芸品 日本温浴研究所 草木花のお風呂 REFRESH GREEN 1回分 660

工芸品 浅野撚糸 エアーかおる エクスタシー エニータイム シルバー 2,420

工芸品 浅野撚糸 エアーかおる エクスタシー エニータイム チャコール 2,420

工芸品 浅野撚糸 エアーかおる エクスタシー エニータイム グルー 2,420

工芸品 飛騨産業 エアーフレッシュナー 飛騨の樹木ブレンド 90ml 1,100

工芸品 家田紙工 水うちわ 小判型 台座付 金魚 9,900

工芸品 家田紙工 水うちわ 小判型 台座付 岐阜蝶 9,900

工芸品 家田紙工 水うちわ 小判型 台座付 水面鏡 9,900

工芸品 大橋量器 八勺枡 378

工芸品 大橋量器 一合枡 418

工芸品 大橋量器 マスソルト さくら Good luck 880

工芸品 大橋量器 マスソルト ゆず Thank you 880

工芸品 シイング 多目的ぽち 織田ちん 275

工芸品 シイング 多目的ぽち 明智貢いで 275

工芸品 シイング 多目的ぽち ありが道三 275

工芸品 シイング ミナモヨウ マスキングテープ あゆがし 330

工芸品 シイング ミナモヨウ マスキングテープ わがさ 330

工芸品 THE GIFTS SHOP original 岐阜のふせん 330

工芸品 シイング 岐阜のマスキングテープ [岐阜県柄] 330

工芸品 シイング 岐阜のマスキングテープ [岐阜名物] 330

工芸品 奥田又右衛門膏本舗 楊貴肌玉せっけん ユズ 1,760

工芸品 奥田又右衛門膏本舗 楊貴肌玉せっけん ラベンダー 1,760

工芸品 鷲塚彫刻 一位一刀彫 卯 小 4,950

工芸品 津田彫刻 夫婦ふくろう 7,700

工芸品 岐孝園 チクリン スキンローション 3,300

工芸品 志津刃物製作所 morinoki パン切り 240mm 4,180

工芸品 志津刃物製作所 morinoki ペティナイフ 120mm 3,630

工芸品 志津刃物製作所 森の木ツメキリ 1,320

工芸品 松久永助紙店 美濃和紙 ハンドタオル ストライプ 黒 美濃和紙貼り箱入 1,265

工芸品 松久永助紙店 美濃和紙 ハンドタオル ストライプ ベージュ 美濃和紙貼り箱入 1,265

工芸品 松久永助紙店 クローバーピアス 4,070

工芸品 松久永助紙店 クローバーイヤリング 4,070

工芸品 松久永助紙店 美濃和紙靴下 オーガニックコットン 22-24cm 1,760

工芸品 松久永助紙店 美濃和紙靴下 オーガニックコットン 25-27cm 1,760

工芸品 松久永助紙店 美濃和紙 靴下 黒 22-24cm 1,760

工芸品 松久永助紙店 美濃和紙 靴下 黒 25-27cm 1,760

工芸品 林刃物 ALLEX 事務用ハサミ 黒 1,210

工芸品 林刃物 ALLEX 事務用ハサミ 赤 1,210


