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岐阜県　可児市

10,000円からの寄附で選べる

【A-1】くくり米５ｋｇ田植え稲刈
り体験付き

米5kg　提供：有限会社　楽農楽人

【A-2】めぐみの農協可児産農産物
セット

米5kg味噌900ｇ　提供：めぐみの農協

【A-3】可児のおいしい里芋『さと
いも塾』

3ｋｇ×2袋　提供：特定非営利活動法人さとい
も塾

【A-4】可児市産里芋セット

5ｋｇ前後　提供：道の駅「可児ッテ」

【A-5】干し柿作りセットＡ

10～20玉　提供：道の駅「可児ッテ」

【A-6】じねんじょA

じねんじょ　提供：個人生産者

【A-7】水野茶園のお茶

①香露120g、柴舟120g、彩緑120g②彩緑200g、
正喜撰200g×2袋③喜撰200g×5袋④煎茶500g×4
袋　提供：水野茶園

【A-8】べじっこ倶楽部詰合せ

まるごと生ハムトマトまるごとサーモンたまね
ぎベーコンセロリサラダ長いもオクラトマトと
チーズのカプレーゼ各1パック　提供：有限会社
フーズラボ

【A-9】まこもセットＡ

まこも茶×1袋まこも入りこんにゃく×3パック
まこもたけ麺（乾麺）×3袋　提供：テクノタカ
ギ株式会社

【A-10】飛騨牛グルメセット

コロッケ60ｇ×5個ミンチカツ70ｇ×4個ハンバ
ーグ120ｇ×3個　提供：株式会社　ネオプライ
ムヒグチ

【A-11】飛騨牛カレーセット

220ｇ×3袋　提供：株式会社　ネオプライムヒ
グチ

【A-12】里芋焼酎『土田御前』

720ml×１本　提供：有限会社総務部

【A-13】可児市の美味しい地酒Aセ
ット

かくれ里　１本　　提供：山川酒店

【A-14】可児かまどオリジナルコロ
ッケ詰合せ

里芋コロッケ5個大豆入り野菜コロッケ5個大豆
入りピリ辛コロッケ5個　提供：可児かまど本店

【A-15】可児かまど本店お食事券Ａ

3,000円分（500円券×6枚）　提供：可児かまど
本店

【A-16】マヨ唐チキン

マヨ唐チキン1kg　提供：御食事処　正盛
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【A-17】焼肉　野戦なべ材料セット

野戦なべ材料（肉・野菜・調味料・胡麻）×4人
前別口タレゆず胡椒　提供：蘭丸亭

【A-18】シュクル　焼き菓子詰め合
わせ

季節の野菜を使った焼き菓子詰め合わせ　　提
供：シュクル

【A-19】ラ・パニエ可児そだち洋菓
子詰合せＡ

季節の野菜を使った焼き菓子詰め合わせ　　提
供：ラ・パニエ

【A-20】オーベルジュ・ドゥ・リリ
アーヌお食事券Ａ

3,000円券×1枚　　提供：オーベルジュ・ドゥ
・リリアーヌ

【A-21】完全発酵　長良すぎ茶

10袋入り×3セット　　提供：有限会社アイ・ジ
ャパン

【A-22】ステンレスハンガー「goop
er（グーパー）」

3本セット×3　　提供：ＩｍａｇｅＣｒａｆｔ
株式会社

【A-23】可児ガラス工房オリジナル
おすもうさんコアラ（ガラス製）

1体　　提供：有限会社可児ガラス工房

【A-24】わくわく体験館吹きガラス
体験チケット

体験チケット：2枚　　提供：わくわく体験館

【A-25】富士カントリー可児クラブ
利用券Ａ

3,000円分（1,000円券×3枚）　　提供：富士カ
ントリー可児クラブ

【A-26】天然温泉三峰　利用券Ａ

入浴招待券×5枚　　提供：天然温泉三峰

【A-27】湯の華アイランド広場　利
用券Ａ

温泉スパ入泉券×2枚湯の華市場商品券1,000円
券×2枚　　提供：湯の華アイランド広場

【A-28】アーラクーポンA

3,000円分（1,000円券×3枚）　　提供：可児市
文化創造センター

【A-29】花フェスタ記念公園　入園
券Ａ

パスポート×1枚、入園券×2枚もしくは入園券
×3枚　　提供：花フェスタ記念公園

【A-30】さつきバス回数券

回数券（100円11枚綴り）×3

【A-31】デマンドバス回数券

回数券（100円11枚綴り）×3

【A-32】K-money（地域通貨）

3,000円分（1,000円券×3枚）
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岐阜県　可児市

20,000円からの寄附で選べる

【B-1】くくり米10ｋｇ田植え稲刈
り体験付き

米10kg　　提供：有限会社　楽農楽人

【B-2】干し柿作りセットＢ

20～30玉　　提供：道の駅「可児ッテ」

【B-3】じねんじょB

提供：個人生産者

【B-4】まこもセットB

まこも茶×1袋まこもたけ粉末×1袋まこも入り
こんにゃく×2パックまこもたけ麺（乾麺）×2
袋里芋焼酎720ml×1本　　提供：テクノタカギ
株式会社

【B-5】飛騨牛すき焼き用

もも・かた肉600ｇ　提供：株式会社ネオプライ
ムヒグチ

【B-6】飛騨牛ＢＢＱセット

カルビ300ｇもも・かた肉300ｇ　提供：株式会
社ネオプライムヒグチ

【B-7】里芋焼酎『土田御前』と美
濃桃山陶焼酎盃セット

里芋焼酎720ml×1本盃×2個　　提供：有限会社
総務部

【B-8】可児市の美味しい地酒Bセッ
ト美濃天狗　大吟醸・純米大吟醸

かくれ里720ml×1本大棟梁720ml×1本　　提供
：山川酒店

【B-9】可児かまどオリジナル里芋
・大豆バラエティセット

里芋コロッケ5個大豆入り野菜コロッケ5個里芋
ぎょうざ12個入り×2パック里芋アイス・大豆ア
イス×4個　　提供：可児かまど本店

【B-10】可児かまど本店お食事券Ｂ

6,000円分（500円券×12枚）　　提供：可児か
まど本店

【B-11】マヨ唐チキンと本格炭焼う
なぎのセット

マヨ唐チキン1kgうなぎ1尾　　提供：御食事処
正盛

【B-12】マヨ唐チキンと朴葉みそ・
鶏ちゃんのセット

マヨ唐チキン1kg朴葉みそ300ｇ（朴葉3枚つき）
鶏ちゃん600ｇ　　提供：御食事処　正盛

【B-13】シュクル

①季節の野菜を使った焼き菓子詰め合わせ　　
②焼き菓子詰め合せと商品券　提供：シュクル

【B-14】ラ・パニエ可児そだち洋菓
子詰合せＢ

季節の野菜を使った焼き菓子詰め合わせ　　提
供：ラ・パニエ

【B-15】オーベルジュ・ドゥ・リリ
アーヌお食事券Ｂ

6,000円分（3,000円券×2枚）　提供：オーベル
ジュ・ドゥ・リリアーヌ

【B-16】「消臭する生地」と東濃ひ
のきフォトフレーム

1架　提供：有限会社アイ・ジャパン

【B-17】洗濯ハンガー「いちどにあ
りがとう32」とステンレスハンガ…

いちどにありがとう×1台gooper3本セット×3　
提供：ＩｍａｇｅＣｒａｆｔ株式会社

【B-18】わくわく体験館ガラスラン
プ作り体験チケット

体験チケット：1枚　　提供：わくわく体験館

【B-19】富士カントリー可児クラブ
利用券Ｂ

6,000円分（1,000円券×6枚）　　提供：富士カ
ントリー可児クラブ

【B-20】湯の華アイランド広場　利
用券Ｂ

温泉＆岩盤セットスパ入泉券×2枚湯の華市場商
品券1,000円券×4枚　　提供：湯の華アイラン
ド広場
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【B-21】アーラクーポンＢ

6,000円分（1,000円券×6枚）　　提供：可児市
文化創造センター

【B-22】花フェスタ記念公園　入園
券Ｂ

パスポート×3枚または、パスポート×2枚、入
園券×2枚または、パスポート×1枚、入園券×4
枚または、入園券×6枚のいずれかの組み合わせ
　提供：花フェスタ記念公園

【B-23】ＫＹＢスタジアム利用体験
パック

利用券１枚

【B-24】K-money(地域通貨）

6,000円分（1,000円券×6枚）

50,000円からの寄附で選べる

【C-1】飛騨牛すき焼き用

ロース950ｇ　　提供：株式会社ネオプライムヒ
グチ

【C-2】飛騨牛サーロインステーキ

サーロインステーキ800ｇ（4枚）　　提供：株
式会社ネオプライムヒグチ

【C-3】可児市の美味しい地酒Cセッ
ト美濃天狗　純米大吟醸

いひょうゑ720ml×2本大棟梁720ml×1本　　提
供：山川酒店

【C-4】可児かまどの蟹御膳お食事
券とオリジナルコロッケ詰合せ

蟹御膳4名様分食事券里芋コロッケ5個大豆入り
野菜コロッケ5個大豆入りピリ辛コロッケ5個　
提供：可児かまど本店

【C-5】マヨ唐チキンと本格炭焼う
なぎ　岐阜米ハツシモ1等米のセッ
ト

マヨ唐チキン2kgうなぎ2尾ハツシモ10kg　　提
供：御食事処　正盛

【C-6】マヨ唐チキンと朴葉みそ・
鶏ちゃん　岐阜米ハツシモ1等米の
…

マヨ唐チキン3kg朴葉みそ300ｇ（朴葉3枚つき）
鶏ちゃん600ｇハツシモ10kg　　提供：御食事処
正盛

【C-7】シュクル

①季節の野菜を使った焼き菓子詰め合わせ②焼
き菓子詰め合わせと商品券のセット　　提供：
シュクル

【C-8】ラ・パニエ特製セット

季節の野菜を使った焼き菓子詰め合わせ　　提
供：ラ・パニエ

【C-9】オーベルジュ・ドゥ・リリ
アーヌお食事券Ｃ

15,000円分（5,000円券×1枚、10,000円券×1枚
）　　提供：オーベルジュ・ドゥ・リリアーヌ

【C-10】「香る生地」と東濃ひのき
フォトフレーム

フォトフレーム×1架アロマスプレー（30ml）×
3種　　提供：有限会社アイ・ジャパン

【C-11】富士カントリー可児クラブ
利用券Ｃ

15,000円分（1,000円券×15枚）　　供：富士カ
ントリー可児クラブ

【C-12】天然温泉三峰　利用券Ｃ

入浴招待券800円券×10枚館内施設利用券10,000
円分　　提供：天然温泉三峰
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【C-13】湯の華アイランド広場　利
用券Ｃ

温泉スパ入泉券（10枚綴り回数券）×2冊温泉＆
岩盤セットスパ入泉権（10枚綴り回数券）×1冊
湯の華市場商品券1,000円券×3枚　　提供：湯
の華アイランド広場

【C-14】アーラクーポンC

15,000円分（1,000円券×15枚）　　提供：可児
市文化創造センター

【C-15】K－money（地域通貨）

15,000円分（1,000円券×15枚）

100,000円からの寄附で選べる

【D-1】A5等級　飛騨牛すき焼き用
＆焼肉用

すき焼き用ロース750ｇ焼肉用ロース750ｇ　　
提供：株式会社ネオプライムヒグチ

【D-2】A5等級　飛騨牛サーロイン
ステーキ＆しゃぶしゃぶ用ロース

サーロインステーキ700ｇ（4枚）しゃぶしゃぶ
用ロース750ｇ　　提供：株式会社ネオプライム
ヒグチ

【D-3】可児市の美味しい地酒Dセッ
ト美濃天狗　大吟醸・純米大吟醸

いひょうゑ1.8ｌ×2本鼻高々1.8ｌ×1本　　提
供：山川酒店

【D-4】蟹懐石お食事券とオリジナ
ル里芋・大豆バラエティセット

蟹懐石3名様分食事券里芋コロッケ5個大豆入り
野菜コロッケ5個里芋ぎょうざ12個入り×2パッ
ク里芋アイス・大豆アイス×4個　　提供：可児
かまど本店

【D-5】正盛人気商品セット

Ｃ-4、Ｃ-５のいずれかを選択　　提供：御食事
処　正盛

【D-6】オーベルジュ・ドゥ・リリ
アーヌお食事券Ｄ

30,000円分（10,000円券×3枚）　　提供：オー
ベルジュ・ドゥ・リリアー

【D-7】お部屋で森林浴クールミス
ト発生器「自然空間」

1台（専用フローラルウォーター「ピュア・フィ
トンチッド」1本付属）　　提供：有限会社アイ
・ジャパン

【D-8】ヤイリギター一五一会　奏
生（カナイ）

一五一会　奏生（カナイ）1本　　提供：株式会
社ヤイリギター

【D-9】ToyFactory商品券Ｄ

30,000円分　　提供：株式会社トイファクトリ
ー

【D-10】ToyFactoryオリジナル車中
泊スリープマット

1セット　　提供：株式会社トイファクトリー

【D-11】ToyFactoryオリジナルASOB
Iプレミアムセット

ランタン×1ストーブ×1シェラカップ×4ガスカ
ートリッジ×4　　提供：株式会社トイファクト
リー

【D-12】富士カントリー可児クラブ
利用券Ｄ

30,000円分（1,000円券×30枚）　　提供：富士
カントリー可児クラブ



© 2016 TRUSTBANK, Inc. All Rights Reserved.21214

岐阜県　可児市

【D-13】湯の華アイランド広場　利
用券Ｃ

温泉スパ入泉券（10枚綴り回数券）×1冊温泉＆
岩盤セットスパ入泉権（10枚綴り回数券）×1冊
湯の華市場商品券1,000円券×12枚　　提供：湯
の華アイランド広場

【D-14】アーラクーポンD

30,000円分（1,000円券×30枚）　　提供：可児
市文化創造センター

【D-15】K－money（地域通貨）

30,000円分（1,000円券×30枚）

500,000円からの寄附で選べる

【E-1】A5等級　飛騨牛食べ比べセ
ット

1回目　A5等級サーロインステーキ1,400ｇ（6枚
）2回目　A5等級ロースすき焼き用1,500ｇ　3回
目　A5等級ロースしゃぶしゃぶ用1,500ｇ4回目
A5等級ロース焼肉用1,500ｇ5回目　ヒレステー
キ1,400ｇ（8枚）　　提供：株式会社ネ…

【E-2】可児市の美味しい地酒Eセッ
ト美濃天狗大吟醸　夢の18本セット

いひょうゑ1.8ｌ×6本鼻高々1.8ｌ×6本かくれ
里1.8l×6本　提供：山川酒店

【E-3】ヘリコプター遊覧付きオー
ベルジュ・ドゥ・リリアーヌお食…

コース料理は15,000円相当　　提供：オーベル
ジュ・ドゥ・リリアーヌ

【E-4】ステンドグラスのオーダー
メイド

1作品　　提供：有限会社可児ガラス工房

【E-5】楽ザイス「楽ちゃん」ソフ
ァータイプ

合皮レザータイプ（ブラウン）1台　　提供：株
式会社甲山製作所

【E-6】ヤイリギターK13モデル

Ｋ13モデルから1本　　提供：株式会社ヤイリギ
ター

【E-7】ToyFactory商品券Ｅ

150,000円分　　提供：株式会社トイファクトリ
ー

【E-8】ToyFactoryオリジナルKYBラ
ジカルショック＆スタビライザー…

1セット　　提供：株式会社トイファクトリー

【E-9】あなたの旅にまるっと同行
トリップフォトアルバムorビデオ…

1日（最大2日）　　提供：株式会社トイ・ファ
ーム

【E-10】あなたの似顔絵でつくる可
児弁オリジナルLINEスタンプ！

40点　　提供：株式会社トイ・ファーム

【E-11】富士カントリー可児クラブ
利用券Ｅ

150,000円分（1,000円券×150枚）　　提供：富
士カントリー可児クラブ
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1,000,000円からの寄附で選べる

【F-1】可児市の美味しい地酒Eセッ
ト美濃天狗大吟醸　まさかの36本…

いひょうゑ1.8ｌ×12本鼻高々1.8ｌ×12本かく
れ里1.8l×12本　　提供：山川酒店

【F-2】ステンドグラスパネルのオ
ーダーメイド

1作品　　提供：有限会社可児ガラス工房

【F-3】ヤイリギターYW-1000HQ

YW-1000HQ　1本　　提供：株式会社ヤイリギタ
ー

【F-4】ToyFactory商品券Ｆ

300,000円分　　提供：株式会社　トイファクト
リー

【F-5】ToyFactoryオリジナルエア
ロソーラーシステム

1セット　　提供：株式会社　トイファクトリー

【F-6】あなたが主役！オリジナル
絵本

1冊　　提供：株式会社トイ・ファーム

【F-7】オリジナルソングをあなた
に♪

1曲　　提供：株式会社トイ・ファーム

【F-8】富士カントリー可児クラブ
利用券Ｆ

300,000円分（1,000円券×300枚）　　提供：富
士カントリー可児クラブ
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