


「ふるさと納税寄附金」～あなたも養老町の応援団～

◆寄附金の使い道

　ふるさと納税制度は、ふるさとに対し貢献又は応援をしたいという方々の思いを
実現する観点から、地方公共団体に対する寄附金制度を見直し、寄附金の一
部を所得税とあわせて控除しようとするものです。

　また、寄附先は出身地に限らず、全都道府県・市町村から自由に選ぶことがで
き、「ふるさと応援隊」という面と「好きな地域を応援する」という側面も持っていま
す。

　「ふるさと納税寄附金」は養老町にゆかりのある方、養老町を「心のふるさと」と
思っていただける方に、「ふるさと納税寄附金」を通じて養老町を応援していただく
ものです。
　
　あなたの応援で、養老町はもっと元気になります。

　
養老町では、「みんなの力をあわせる絆のまちづくり」を基本理念に第5次総合計
画を策定し、平成23年度～平成32年度の10年間で「誇りと愛着が持てる　絆を
大切にするまち　養老」となるよう、4つのまちづくり施策を掲げ、その実現に向け
て全力で取り組んでまいります。

　皆様からお寄せいただいた「ふるさと納税寄附金」は貴重な財源として、こうした
取り組みに活用させていただきます。

1.輝く人のまち
　（１）豊かな心を育むまちづくり　　　（２）地域文化を育むまちづくり
　（３）人権の尊重と男女共同参画のまちづくり

2.活力のあるまち
　（１）便利な交通網・情報基盤づくり　　（２）快適な市街地・集落環境づくり
　（３）活気ある産業づくり

3.安心・安全なまち
　（１）支え合うまちづくり　　（２）環境と共生するまちづくり
　（３）安全なまちづくり

4.地域経営の推進 　（１）住民主役のまちづくり　　（２）行財政の経営（運営）

5.使途を指定しない 　基金に積立し、様々な事業に活用させていただきます。



果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com)

A-9 上等富有柿 M玉　１６玉

富有柿（Mサイズ）　16玉

3～3.5kg

養老山麓の自然の中で育てら
れたこだわりの富有柿。甘さ、
瑞々しさ等果物の本質を備え
ています。（商品は、11月上旬
頃から12月中旬頃に順次発
送いたします。）

気軽に家庭で飾れる商品

草花を使うことによって、正
月が過ぎても寄せ植えとし
て、春まで楽しめます。（限
定５０鉢）

薩摩園芸

A-5 花咲く門松（小）

門松（小）

A-2 【養老山麓豚】ロース　しゃぶしゃぶ1kg

富有柿(2L～L)　12玉 養老山麓豚（国産）ロース

A-1 上等富有柿 中玉　12玉

3～3.5kg １kg

養老山麓の自然の中で育てら
れたこだわりの富有柿。甘さ、
瑞々しさ等果物の本質を備え
ています。（商品は、11月上旬
頃から12月中旬頃に順次発
送いたします。）

飛騨牛養老ミート本店独自の
品質管理体制と検査を行い、
厳選な基準に合格した国産豚
肉のみが「養老山麓豚」となり
ます。「養老山麓豚」は旨味が
凝縮され、非常にやわらかい
肉質です。

果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com) 飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com)

果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com)

計5～6玉　　約1.5kg

「上等 富有柿」×「“幻の柿”陽豊柿」
　詰め合わせ　５～６玉

A-7 “幻の柿”陽豊柿　6玉

富有柿　3～4玉

陽豊柿（2L前後）　6玉

陽豊柿　2玉

約1.5kg

品種別の生産量が最も多い富
有柿と市場に出ない稀少品種
の陽豊柿をひと箱に詰め合わ
せました。（商品は、11月上旬
頃から12月上旬頃に順次発
送いたします。）

富有柿と次郎柿の交配から誕
生した陽豊柿。双方の特徴を
兼ね備えた市場に出ない大変
稀少な品種の柿です。（商品
は、11月上旬頃から12月上
旬頃に順次発送いたします。）

A-8 上等富有柿 特大玉　５玉

富有柿（3L前後）　5玉
約1.5kg

養老山麓の自然の中で育てら
れたこだわりの富有柿。甘さ、
瑞々しさ等果物の本質を備え
ています。（商品は、11月上旬
頃から12月中旬頃に順次発
送いたします。）

果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com)

A-６

7,000円以上の寄附金で貰える記念品

冷凍



養老の天然水
10L×2箱

養老町で唯一、養老の滝の伏流水です。
カルシウムとマグネシウムのバランスが１対１に近いバランスのとれた水
です。

養老町商工会　℡（0584）32-0549 養老町商工会　℡（0584）32-0549

B-9
養老町特産のふな・あゆ等の甘露煮の
詰め合わせセット

B-10 養老の若返り伝説の水　龍泉の雫

（館内着・タオル付）

岐阜県外からも大勢お越しい
ただいております。お食事処も
３箇所揃えており、１日ゆったり
とくつろいでいただける天然か
け流し温泉施設です。又、別
館には韓国式汗蒸幕など多数
併設しています。

岐阜県養老町養老の「桜の
井」の良質な水を使用し、無
着色で塩分を控え、すべて手
造りで丁寧に仕上げたハム・
ウィンナーと養老町特産のふ
な・あゆの甘露煮のセットで
す。

果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com)

岐阜県養老町の特産であるふ
なの甘露煮・あゆの煮付・うな
ぎの昆布巻等を丁寧に煮付け
てあり、独特の風味が楽しめま
す。

養老町商工会　℡（0584）32-0549 （株）養老ビバレッジ　℡（0584）46-3668

ふなの甘露煮、あゆの煮
付、子持ち鮎甘露煮、うな
ぎ昆布巻、ふな入り昆布巻

富有柿(3L前後)　10玉
3～3.5kg

養老山麓の自然の中で育てら
れたこだわりの富有柿。甘さ、
瑞々しさ等果物の本質を備え
ています。（商品は、11月上旬
頃から12月中旬頃に順次発
送いたします。）

プレスハム、ウィンナー、
ふなの甘露煮、あゆの
煮付

日帰り入浴チケット

養老町特産ブランド認証品。
養老自家農場で採れたにんに
くを約1ヶ月間じっくりと熟成発
酵させています。各種アミノ酸
の働きにより身体に活力が湧
いてきます。

（ゆせんの里）本館全日入浴招待券×2枚 B-8
養老町特産のハムと甘露煮等の
詰め合わせセット

Ｂ-1 養老地酒ケーキ B-2 養老改元1300年さぶれ

養老地酒ケーキ
養老改元1300年
さぶれ

地酒を含ませたカステラで、和風のブランデーケーキです。 緑茶・イチゴ・生姜の３種類の味があるサブレです。

御菓子司　松野屋　℡（0584）32-0247 御菓子司　松野屋　℡（0584）32-0247

B-3 超黒にんにく熟成発酵6ヶ　箱入

黒にんにく6ヶ　箱入

（株）杉山晴子薬膳研究所　℡（0584）34-3814

B-5 上等富有柿 特大玉　10玉

B-7

10,000円以上の寄附金で貰える記念品



素材そのものの旨み、甘味
が凝縮。じっくりと乾燥させ
ました。程よい噛みごたえ
で、かめばかむほど旨み、
甘味を感じます。（商品
は、1月上旬頃から4月下
旬頃に順次発送いたしま
す。）

稀に550ｇを超えることもあ
る大きな渋柿で、干し柿に
なっても非常に大きく立派
なのが特徴の柿です。（商
品は、11月上旬頃から11
月中旬頃に順次発送いた
します。）

果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com)

B-19
果樹園が作る
富有柿のドライフルーツ　４袋詰

ドライフルーツ
70g/袋×4袋　計280g

高品質な飛騨牛をお気軽に
楽しんで頂ける一品です。
様々なお料理にお使い頂けま
すが、特に一味違った肉じゃ
がなどは極め付けです。

飛騨牛
ロース又は肩ロース

B-14 飛騨牛　コマ切れ　700g

すき焼き・しゃぶしゃぶ用

B-18
渋柿 蜂屋柿　特大玉
　※「干し柿の作り方」同梱

蜂屋柿　9～13玉
約4kg

果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com)

（株）丸明　℡（0584）32-3120

B-15
飛騨牛　ロース又は肩ロース
　すき焼き・しゃぶしゃぶ用　360g

ほどよい霜降りが特徴の肩
ロース部位は、やわらかく
お召し上がりいただけます。

飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

飛騨牛
切り落とし

800g

飛騨牛の切り落としです。うまく
て、用途もいろいろ。牛丼、カ
レー、煮込み料理におすすめ
です。岐阜県が誇る飛騨牛を
是非、ご家庭でお楽しみくださ
いませ。

（株）藤太　℡（0584）32-0133

コマ切れ　700g

切り落とし
500g

　※すべて岐阜県産

化学肥料の使用しない栽培に
取り組んでいます。肥料は豚
ぷんの発酵肥料のみを使うこ
とで、おいしいお米作りと環境
にやさしい農業に取り組んでい
ます。

アグリ・オノ

360g

飛騨牛　

用途が色々な切り落としのお
肉です。いざというときに便利
な切り落としのお肉は、冷蔵庫
にあるだけで活躍すること間違
いなしです!!

（株）丸明　℡（0584）32-3120

喜寿糯(精米)　1.5kg

ハツシモ(玄米)　1.5kg

B-12
飛騨牛5等級
切り落とし用途いろいろ　500g

飛騨牛5等級

ヒノヒカリ(精米)　2kg

B-11
平成30年産
養老のこだわりお米食べ比べセット

ハツシモ(精米)　2kg

B-17
何にでも使える！
【飛騨牛】切り落とし　800g

冷凍

冷蔵

冷蔵

冷凍

平成31年（令和元年）5月1日～受付開始



飛騨牛の部位の中で高級部
位。
赤身と霜降りのバランスが良
く、見た目、味共に満足頂ける
お肉です。

C-9
上等富有柿“麗”（うるわし）
　中玉　６玉

富有柿(2L～L)　6玉

飛騨牛
ロース・肩ローススライス

600g

（株）藤太　℡（0584）32-0133（株）藤太　℡（0584）32-0133

C-6

約1.5kg

赤秀と青秀が入った「優秀」な
品質、まさに最高品位の商品
です。一つ一つの柿を鮮度保
持フィルム「オーラパック」にて
包装します。（商品は、11月上
旬から12月中旬頃に順次発
送いたします。）

果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com)

C-7

アグリ・オノ

（すき焼き・しゃぶしゃぶ用）

500g

飛騨牛のなかで高級な部位で
す。
きめ細かな霜降りで見た目、
味、共に満足頂ける逸品で
す。上質なお肉を新鮮な状態
で皆様の食卓へお届けいたし
ます

（株）藤太　℡（0584）32-0133

【飛騨牛】カルビ焼肉　600g

【飛騨牛】ロース・肩ローススライス
　　すき焼き・しゃぶしゃぶ用　500g

ハツシモ(玄米)　1.5kg
ヒノヒカリ(精米)　4kg
喜寿糯(精米)　1.5kg

　※すべて岐阜県産

化学肥料の使用しない栽培に
取り組んでいます。肥料は豚
ぷんの発酵肥料のみを使うこ
とで、おいしいお米作りと環境
にやさしい農業に取り組んでい
ます。

飛騨牛　モモスライス
（すき焼き・しゃぶしゃぶ用）

600g

（株）藤太　℡（0584）32-0133

C-8
【飛騨牛】サーロインステーキ2枚入り
　　（１枚２００g　計４００g）

飛騨牛
サーロインステーキ

200g/枚×2枚

C-1
飛騨牛 モモ・カタ
　すき焼き・しゃぶしゃぶ用  500g

飛騨牛
モモ・カタ すき焼き・しゃぶしゃぶ用

平成30年産
養老のもりもり食べ比べセット

C-4
【飛騨牛】モモスライス
　すき焼き・しゃぶしゃぶ用　600g

飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

ハツシモ(精米)　4kg

飛騨牛　カルビ

モモの部位でも良質のいい部
分を使用しており、脂身が苦
手な方にお勧めです。上質な
お肉を新鮮な状態で皆様の食
卓へお届けいたします。

C-3

藤太自慢の飛騨牛カルビで
す。
きめ細かな霜降りで見た目、
味、共に満足頂ける逸品で
す。上質なお肉を新鮮な状態
で皆様の食卓へお届けいたし
ます。岐阜県が誇る飛騨牛を
是非、ご家庭でお楽しみくださ
いませ。

（焼肉用）

500g

岐阜の澄みきった空気、清ら
かな水、豊かな大自然の中で
のびのびと育てる飛騨牛。モ
モ・カタ部位はあっさりとした赤
身系のお肉です。

15,000円以上の寄附金で貰える記念品

冷凍

冷蔵冷凍

冷凍 冷凍



D-3
足裏シート「曼珠沙華／ヒガンバナ」20枚
入＋コラーゲン20包入セット

D-4

プレスハム、ロー
スハム、ふなの
甘露煮、子持ち
鮎甘露煮の詰め
合わせ

岐阜県養老町養老の「桜の井」の良質な水を使用し、無着色で塩分を
控え、すべて手造りで丁寧に仕上げたプレスハム・ロースハムと養老町
特産のふな・子持ち鮎の甘露煮のセットです。

D-11 飛騨牛　モモ　焼肉用　900g

脂肪分が少ないため、カロリー
低めでヘルシーなお肉です。
赤身が主要なため、芳醇で
ジューシーな味わいをご堪能
頂けます。

（株）丸明　℡（0584）32-3120

700g

500g

飛騨牛のモモ・カタのすき焼
き、しゃぶしゃぶ用のお肉で
す。モモとカタの赤身肉を使用
しておりますので、どなたでも食
べやすいお肉でヘルシーな味
わいです。

飛騨牛

モモ　焼肉用　900ｇ

足裏シート 20枚
コラーゲン 20包

（内から外から健康セット） 9枚綴り回数券
（館内着・タオル無）

養老町商工会　℡（0584）32-0549

ヒガンバナ入足裏シート、フィッ
シュコラーゲン100%入り。コ
ラーゲンで外側、内側の両方
から健康をサポート。 岐阜県外からも大勢お越しいただいております。お食事処も３箇所揃え

ており、お仲間でお越しいただいてお食事、お風呂で楽しい１日をお過ご
しされませんか。

（株）杉山晴子薬膳研究所　℡（0584）34-3814 養老町商工会　℡（0584）32-0549

（ゆせんの里）
　本館全日入浴回数券（9枚綴り）

養老GABA米
名瀑「養老の滝」で名高い、伝
説と名水の里、美濃国養老。
大吟醸中汲み原酒は、特殊な
上槽方法で得ることが出来た
きめ細かく奥深い味わいと上
品な香りを伴ったお酒です。

150g　×　2袋
300g　×　5袋

岐阜県（西美濃）の選び抜かれた優良銘柄米を原料としてお米の栄養
を高めたオンリーワンのお米です。見た目は白米ですが、GABA（アミノ
酸の一種）を多く含んだ高機能、高品質なお米です。

日本酒

玉泉堂酒造（株）　℡（0584）32-1155 （株）米ト産業　℡（0584）35-2031

D-1 美濃菊大吟醸中汲み原酒 720ml D-2 養老ＧＡＢＡ米

（株）丸明　℡（0584）32-3120

（株）丸明　℡（0584）32-3120

D-5
養老町特産の手造りハム・ふなの甘露煮等
の詰め合わせセット

美しい霜降り肉。カルビの王様
三角バラ、ミスジを使用した、
霜降り肉を楽しむ一品です。
焼肉に使用するなら、もってこ
いの一品です。

飛騨牛5等級

飛騨牛5等級

モモ・カタスライス すき焼き・しゃぶしゃぶ用

ミスジ・三角バラ　焼肉用

D-9
飛騨牛5等級
　モモ・カタスライス　700g

D-10
飛騨牛5等級
　ミスジ・三角バラ　焼肉用　500g

20,000円以上の寄附金で貰える記念品

冷蔵

冷蔵

冷蔵



赤秀と青秀が入った「優秀」な
品質、まさに最高品位の商品
です。一つ一つの柿を鮮度保
持フィルム「オーラパック」にて
包装します。（商品は、11月上
旬から12月中旬頃に順次発
送いたします。）

果樹園 中辰 (https://www.kaki-tatu.com)

約1.5kg

（株）丸明　℡（0584）32-3120

D-14
飛騨牛　ロース又は肩ロース
　すき焼き・しゃぶしゃぶ用　360g×2P

適度な霜降りときめ細やかな
赤みが特長です。飛騨牛のと
ろけるような舌触り、しっかりと
した旨みを楽しむ逸品です。

飛騨牛　モモうでスライス　1kg

D-18 花咲く門松（大）

門松（大）

360ｇ×2P

ほどよい霜降りが特徴のロー
ス・肩ロース部位は、やわらか
くお召し上がりいただけます。

飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

モモうでスライス　1kg

600g

ほどよい霜降りが特徴の肩ロー
ス部位は、焼肉やBBQでは大
人気のお肉です。柔らかく豊か
な旨みがございます。

飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

【飛騨牛】ロース焼肉　500g

（株）藤太　℡（0584）32-0133

D-12

飛騨牛
ロース又は肩ロース
すき焼き・しゃぶしゃぶ用

D-19
上等富有柿“麗”（うるわし）
　特大玉　５玉

富有柿(3L前後)　5玉

飛騨牛　ロース
（焼肉用）

従来のイメージを変える門
松

花をたくさん使用することに
より、豪華に仕上がってい
ます。春まで楽しめます。
（限定３０鉢）

薩摩園芸

飛騨牛
ロース又は肩ロース
焼肉・BBQ用

D-13
飛騨牛　ロース又は肩ロース
　焼肉・BBQ用　600g

飛騨牛

D-17 復刻版　養老サイダー　1ケース（20本入）

復刻版　養老サイダー
1ケース（20本入）

養老サイダー復刻合同会社

養老限定販売の復刻版養老
サイダーをふるさと納税に限
り、記念品として提供します。
100年以上の歴史があり、日
本最初のサイダーと言われる
養老サイダーを是非この機会
にご賞味ください。

D-16

飛騨牛のなかで高級な部位で
す。
ふっくら柔らかな肉厚なロース
です。軽くあぶってお召し上が
りください。きめ細かな霜降りで
見た目、味、共に満足頂ける
逸品です。

500g

冷凍

冷凍冷蔵

冷蔵



1kg

岐阜の澄みきった空気、清ら
かな水、豊かな大自然の中で
のびのびと育てる飛騨牛。モ
モ・カタ部位はあっさりとした赤
身系のお肉です。

飛騨牛
モモ・カタ すき焼き・しゃぶしゃぶ用

飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

飛騨牛
ロース・カルビ詰め合わせ

（焼肉用）

800g

飛騨牛ロースとカルビ(焼肉用)
の詰合せです。ふっくら柔らか
な肉厚ロースと、脂の乗った霜
降りカルビが大人気です。上
質なお肉を新鮮な状態で皆様
の食卓へお届けいたします。

（株）藤太　℡（0584）32-0133

（株）藤太　℡（0584）32-0133

F-3
【飛騨牛】
肉厚ロースと霜降りカルビの詰め合わせ　合計800g

飛騨牛
ローススライス
（すき焼き・しゃぶしゃぶ用）

飛騨牛
ロース　ステーキ用

200g×2枚

E-1 飛騨牛 ロース　ステーキ用  200g×2枚

飛騨牛のなかでも上級の部位
です。
きめ細かな霜降りで見た目、
味、共に満足頂ける逸品で
す。上質なお肉を新鮮な状態
で皆様の食卓へお届けいたし
ます。

飛騨牛のロースステーキは、
芸術的な霜降りが特徴です。

飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

F-2
【飛騨牛】ローススライス
　　すき焼き・しゃぶしゃぶ用　500g

F-1
飛騨牛 モモ・カタ
　すき焼き・しゃぶしゃぶ用 1kg

500g

30,000円以上の寄附金で貰える記念品

25,000円以上の寄附金で貰える記念品

冷凍

冷凍 冷蔵

冷蔵



黒にんにく6ヶ

造りの優れた日本酒は適度な
熟成によって至高の旨みを得
ることが出来ます。三年以上
の歳月を経て、ようやく出荷す
るもので、優美な香りと柔らかく
上品な米の旨味を感じていた
だけるお酒です。

H-1 飛騨牛5等級　ヒレ　約150g×3枚

飛騨牛5等級 飛騨牛
ロース　すき焼き・しゃぶしゃぶ用 ロース又は肩ロース

800g すき焼き・しゃぶしゃぶ用

きめが細かく、サシが少ないた
め、飛騨牛の持つ本来の甘さ
を堪能頂けます。くどくなくさわ
やかな味と、やわらかな肉質
ですので、ご年配の方にも安
心してお召し上がり頂けます。

（株）丸明　℡（0584）32-3120

飛騨牛
5等級ヒレ

約150ｇ×3枚

（株）杉山晴子薬膳研究所　℡（0584）34-3814

G-7
飛騨牛5等級　ロース
　すき焼きしゃぶしゃぶ用　800g

G-8
飛騨牛　ロース又は肩ロース
　すき焼き・しゃぶしゃぶ用　1kg

箱入×3セット

1kg
口の中でとろけるおいしさ。この
感動は、二度と忘れることがで
きません。霜降りの脂がくどくな
く、何口でも食べたくなるおいし
さの飛騨牛ロース肉です。

岐阜の澄みきった空気、清ら
かな水、豊かな大自然の中で
のびのびと育てる飛騨牛。飛
騨牛のロースまたは肩ロースの
すき焼きしゃぶしゃぶ用になり
ます。霜降り肉をご堪能くださ
い。

（株）丸明　℡（0584）32-3120 飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

岐阜県外からも大勢お越しいただいております。お食事処も３箇所揃え
ており、お仲間と手ぶらでお越しいただいてお食事、お風呂で楽しい１日
をお過ごしされませんか。

養老町特産ブランド認証品。
養老自家農場で採れたにんに
くを約1ヶ月間じっくりと熟成発
酵させています。各種アミノ酸
の働きにより身体に活力が湧
いてきます。

11枚綴り回数券
（館内着・タオル付）

養老町商工会　℡（0584）32-0549

玉泉堂酒造（株）　℡（0584）32-1155 （株）杉山晴子薬膳研究所　℡（0584）34-3814

G-3
（ゆせんの里）
　本館全日入浴回数券（11枚綴り）

ヒガンバナ入り足裏シート。吸
水力に優れた曼珠沙華を入
れた水とり専用足裏シートで
す。

日本酒

G-5
超黒にんにく熟成発酵6ヶ　箱入×３
セット

G-1
美濃菊純米大吟醸中汲み原酒
冷蔵熟成三年 720ml

G-2
足裏シート「曼珠沙華／ヒガンバナ」
　　　　　　　20枚入×3袋セット

足裏シート
20枚×3セット

35,000円以上の寄附金で貰える記念品

40,000円以上の寄附金

で

冷凍冷蔵

冷蔵



約250g×5枚

飛騨牛を極めた丸明厳選の5
等級飛騨牛のサーロイン。上
質な肉の甘さと、きめ細やかな
サシを十二分にご堪能頂けま
す。

（株）丸明　℡（0584）32-3120

飛騨牛

飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

J-1
飛騨牛5等級
　サーロインステーキ用　250g×5枚

飛騨牛
サーロインステーキ用

最高5等級　逸品ロース

すき焼き・しゃぶしゃぶ用

900ｇ
飛騨牛の最高等級5等級の高
級部位ロースまたは肩ロース
のすき焼きしゃぶしゃぶ用にな
ります。

ローススライス

（すき焼き・しゃぶしゃぶ用）

1kg

飛騨牛のなかでも上級の部位
です。
きめ細かな霜降りで見た目、
味、共に満足頂ける逸品で
す。上質なお肉を新鮮な状態
で皆様の食卓へお届けいたし
ます。

（株）藤太　℡（0584）32-0133

I-3
【飛騨牛】
5等級サーロインステーキ　4枚入り（1枚200g）

飛騨牛
5等級サーロインステーキ

4枚（200g／枚）

（株）藤太　℡（0584）32-0133

5等級のみを使用。
きめ細かな霜降りと、箸で切れ
るほどの柔らかさ。
きめ細かな霜降りで見た目、
味、共に満足頂ける逸品で
す。上質なお肉を新鮮な状態
で皆様の食卓へお届けいたし
ます。

飛騨牛

I-1
飛騨牛　最高5等級
　逸品ロース　すき焼き・しゃぶしゃぶ用　900g I-2

【飛騨牛】ローススライス
　　すき焼き・しゃぶしゃぶ用　1kg

50,000円以上の寄附金で貰える記念品

冷凍 冷蔵

冷蔵

冷蔵

60,000円以上の寄附金で貰える記念品



厚切りロース　ステーキ用

300g×5枚

飛騨牛の最高等級5等級ロー
スステーキを厚めにカットしま
した。口の中に広がる最高の
旨味をご堪能ください。

飛騨牛養老ミート販売（株）　℡（0584）34-3880

L-1
飛騨牛　最高5等級
　厚切りロース　ステーキ用　300g×5枚

飛騨牛

大垣養老高等学校の生徒の皆さんが提案する養老町を文化人ゆかりの宿、千歳楼からお届けします。養老
の滝や公園などについて、高校生の目線でまとめた養老ガイドブックをプレゼント。養老の良さを知っていただ
くための情報がたくさん。また、お土産として、大垣養老高等学校農業科で製造された実習生産物をお持ち帰
りしていただけます。

千歳楼（せんざいろう）　℡（0584）32-1118

※高校生は接客いたしません。
※受付終了後、宿泊券をお届けいたします。ご利用の際は、宿泊券に記載されている電話番号に直接お電話
いただき、事前にご予約ください。
※ご希望日が既に満室の場合は、ご了承くださいませ。
※３名様以上のご宿泊にて、本券を２名様分としてご利用いただくことも可能です。

ペア宿泊券（1泊2食）

M-1
高校生が提案！
「千歳楼から楽しむ養老」歴史・文化・滝・公園など養老を満喫するペア宿泊券（1泊2食）

冷凍

100,000円以上の寄附金で貰える記念品

170,000円以上の寄附金で貰える記念品


