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※価格は全て税別です。　※価格は全て3月1日現在のものです。

岐阜の品々には、その季節にふさわしいものや、
毎日の暮らしに寄り添うものがたくさんあります。

「岐阜と暮らす」－ それは岐阜の豊かさを感じる日々。
素材や品質が確かなものだからこそ、
お祝いや贈り物にも喜ばれます。

岐阜と暮らす。
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VINTAGE TEA & collection
伊吹山麓独特の気候と土壌から生み出す薬草は日本最多の280種類と
言われ、格別です。1000年以上前から育てられてきた薬草ですべて手摘
み・手切りで作られたお茶は、自然の力を体に取り入れることができるやさし
い味です。

hiiro：Pot&Cupシリーズ
釉薬と素地との境に現れる「火色」。それは土と空気と炎
との共演が生み出す自然の景色です。質感豊かな陶土
の風合いまで感じられる器は、日々に寄り添うアイテムに。

➡

わずか1cmの可愛らしいあられ。梅や
木の葉をかたどった風流な姿と贅沢な
味わいは、小さくても存在感があり手土
産にもおすすめです。／小さな姿あられ 
想（あゆ,うめ,木の葉）　各500円　
初穂製菓

➡イブキジャコウソウ 10g 　2,000円、ナギナタコウジュ 
10g  2,000円、伊吹在来茶 50g  2,500円、伊吹百
草茶 12g  1,500円、薫‐KAORU-（ドクダミ）12g　
1,500円、カキドオシ 12g 1,500円、伊吹ヨモギ 12g 
1,500円　春日薬草園

➡ティーポット4,000
円、カップ＆ソーサー 
2,500円、フリーカッ
プ 1,000円　トーク

➡手漉きの美濃和紙でつくられた
可憐な花が、オイルを吸い上げ自然
に芳香。お部屋のインテリアに華や
かさを添えます。／MINOGAMI 
Bouquet diffuser （オイルの香り：
桜,蓮,竹）　2,143円 家田紙工

春を感じる銘柄の
「日本酒」と「おすすめ酒器」

ご挨拶や節目にも、
岐阜のエッセンスを。

米の甘みと適度な酸味が
口の中で広がる香り豊か
な生酒です。／御代櫻 純
米吟醸 無濾過生原酒 
春搾り 720ml　1,250円 
※季節限定商品　御代桜
醸造

御代櫻

米だけで醸したスッキリとした
味わいは、幅広く食事と一緒
に楽しめるお酒です。／百春 
純米上撰 720ml　1,150円
小坂酒造場

百春　

地元中津川産の酒米 五百万石でつく
る、お米の香りと甘みを楽しめるジュー
シーなお酒です。／三千櫻 純米 五百
万石 生原酒 720ml　1,528円 ※数
量限定品　三千櫻酒造

三千櫻　

青磁（片口酒器　2,300円／盃　
1,200円）、銀彩ルリ釉波文（片口酒
器　3,500円／盃　2,000円）
蔵珍窯

春の爽やかな陽気に映える
「青磁」と「瑠璃」

➡

ウィンドウデコレーションとしてヨー
ロッパでも人気の「WASHI dECO」を
贈るグリーティングカード。葉脈や綿羽
の繊細で柔らかな質感は、楮100%の
原料から職人が一枚一枚漉いている
から。光を通した時の優しい和紙の表
情を、贈った方にも感じていただけま
す。／グリーティングカード Nature （葉,
羽） 各480円 家田紙工

➡ ほっこりとしたワンポイントのイラストと美濃和紙のあたた
かな雰囲気で、１０年以上愛され続けるそえぶみ箋。季節の
イラストを選びながら、暮らしの中でちょっとしたメッセージを
添える習慣を持ちたいものです。／そえぶみ箋：春さくら,ク
ローバー　各300円　古川紙工

➡美濃の老舗酒蔵の純米酒から生まれ
た酒粕生石鹸と、桜葉のほのかな香りに
癒される桜葉生石鹸。きめ細かな泡立ち
で、すべすべの洗い上がりです。／①酒
粕生石鹸 百春（化粧石鹸） 90g　
1,500円／②桜葉生石鹸 櫻花（化粧
石鹸） 90g　1,500円　MOLZA美濃
紙工房

➡
美濃和紙を使って1つ1つ

手作業で作られた、直径約
6cmのミニ起き上がりこぼし。
何度でも起き上がる力強さに
想いを込めて、端午の節句に
は鯉のぼりで。／和紙ころころ 
こいのぼり（赤・青）　
各700円　石川紙業

➡「岐阜県重要無形文化財」
に指定されている郡上本染の
タペストリー。天然藍で染め上
げた逸品は、贈り物にもオスス
メです。／小タペストリー　鯉
の滝登り（約50×155cm）、兜
（約50×150cm） 各34,000円
渡辺染物店

➡優しい光とともに温かい気
持ちを届けるレター提灯。小さ
いながらも、ヒゴの細かさや和
紙の張りのキレイさなど、岐阜
提灯の高いクオリティを感じ取
ることができます。今の季節に
は、立雛や桜はいかがでしょう。
／レター提灯（桜,立雛）各
3,600円　オゼキ

①

②
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➡器ごとに違う模様や景色をみせ
てくれる貫入。上品な紅柄（あか）の
朱色がやわらかなフォルムを包み込
み、とても上品な雰囲気に。春の草
木花を生けたくなります。／ピッ
チャー（朱 貫入）7,200円　蔵珍窯

➡手漉きの美濃和紙に特殊加工を
施し、撥水性と耐久性を備えたバッ
グ。和紙と本革のコラボレーションに
より、軽くて丈夫でエレガントなバッ
グになりました。「母の日」ギフトにも
喜ばれます。／Leger トートバッグ 
（S）9,000円、（L）17,500円　
林工芸

➡広い座面と適度な硬さのクッション
が心地よく、発売以来の人気。ダイニ
ングチェアとしても、ソファー代わりに
も、またあぐらでも座れる万能チェア
は、幅広なのに軽量というのも嬉しい
ですね。／BOSS　イージーチェア
（ウォールナット/革張り） 126,000円
（W760×D700×H730・SH380mm）  
柏木工

➡

リビングのサイドテーブルや、ベッド
横のナイトテーブルとして、また玄関
でも使いやすい、シンプルで安定感
のあるテーブル。たまご型のゆるやか
なカーブと無垢の素材感で、インテリ
アのアクセントにもなります。／エッグ
テーブル ウォールナット 28,000円 
（W385×W360×H500mm）　
柏木工

毎日使うものにも、
岐阜のクオリティを。
➡ 飛騨高山産のスギやヒノキを、貴
重な成分まで抽出した100％天然・
無添加の精油。それぞれにリラック
スやリフレッシュ効果がある天然の
香りをお部屋に持ち込みませんか。
／エッセンシャルオイル（ヒノキ木部,
スギ,ヒノキ枝葉） 5ml 各1,500円
／アロマディフューザー 葉っぱ型
（スギ） 600円／アロマディフュー
ザースタンド（スギ） 1,600円　
飛騨産業
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THE GIFTS SHOP
〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1-10-1 
アクティブG ２F
TEL 058‐212‐3255　FAX058‐212‐3256
営業時間／10:00～19:30（土日祝～19:00）
定休日／アクティブG休館日に準じます。
※3月21日（火）、5月16日（火）はお休みとさせていただきます。

オンラインショップでも販売しています。www.giftsshop.jp
●当日、ワークショップにご参加頂く際は、レジで受付を済ませ、レシートを席においてご着席ください。

●参加を希望される方は、イベント名・人数・お名前・連絡先をメッセージ欄にご記入いただき、
　メールかお電話でお申し込みください。

参加申し込み方法

info@giftsshop.jp 058-212-3255p

「刃物フェア」
4月29日(土)～5月28日(日) 

日本のみならず、海外でも良く切れる
ことで大変有名な「関の刃物」。包丁
やハサミ、爪切りなど身近なアイテム
にもその技術は生かされています。
「父の日」ギフトにおすすめのものや、
普段は取扱いしていない商品も期間
中並びます。

「どんぶり百撰」
4月1日(土)～4月23日(日)

日本最大の陶磁器生産地として栄
え、現在も「どんぶり」生産日本一を誇
る土岐市。その窯元達が、同じ型を
使って作る様々な「どんぶり」を期間
中展示販売します。各窯元の特徴を
楽しみながら、自分にあった「どんぶ
り」を探してみませんか。

昼
の
部

夜
の
部

3
月

●体験ワークショップ

「美濃和紙でバラを作ろう」
10:30～12:00

3/25（土）
会費：無料（定員12名） 
講師：美濃和紙の里会館スタッフ

花びらや葉っぱのパーツにカットされた
美濃和紙を組んで、バラの花を作りま
す。おひとりで2輪から3輪ほど作れま
す。小学生以上のお子様も親御さんと
一緒でしたらご参加いただけます。

女城主で有名な恵那市岩村の蔵元。
辛口のお酒は飽きず、どんな料理にも
あう食中酒です。

19:00～20:30

●日本酒ワークショップ

「岩村醸造」
3/8（水）

会費：お一人様 2,000円（定員12名）
講師：渡會 充晃

「美濃和紙フェア」 3月4日（土）～3月26日(日)

美濃和紙には「本美濃紙」「美濃手
すき和紙」「美濃機械すき和紙」があ
り、その原料や製法について３月から
認定基準が定められます。ここで改め
て「美濃和紙」について知っていただ
けるような展示と合わせ、職人の手す
き和紙も販売します。

昼
の
部

夜
の
部

4
月

●体験ワークショップ

「伝統ハーブ茶を作って
伊吹山麓の恵みを味わう」10:30～12:00

4/22（土）
会費：お一人様 1,000円（定員10名） 
講師：増元 ナオト（春日薬草店）

1000年以上も続き、日本最多種とも
言われる伊吹山麓の薬草。その豊かな
土壌が育む薬草を学び、ご自身で薬草
を手切りして「伝統ハーブ茶」を味わい
ます。※薬草を切るためのキッチンバサミを
ご持参ください

杉原千畝記念館がある八百津町の蔵
元。やわらかい味が特長でとても人気
の蔵元です。

19:00～20:30

●日本酒ワークショップ

「蔵元やまだ」
4/5（水）

会費：お一人様 2,000円（定員12名）
講師：山田 直和

昼
の
部

夜
の
部

5
月

●体験ワークショップ

「包丁の研ぎ＆
キッチンツールお試し体験」10:30～12:00

5/20（土）
会費：無料（定員10名） 
講師：サンクラフト

「包丁が欲しいけど選び方が分からな
い」「使っている包丁の研ぎ方が分から
ない」など、包丁の基本的なことから、毎
日の調理を便利で楽しくするキッチン
ツールを実際に試していただきます。
※お使いの包丁をご持参ください

各務ヶ原市にある岐阜県の中で今最
も勢いのある蔵元の一つ。林社長によ
る日本酒愛あふれるお話に引き込まれ
ます。

19:00～20:30

●日本酒ワークショップ

「林本店」
5/10（水）

会費：お一人様 2,000円（定員12名）
講師：林 里榮子

The Gifts Shop Newsは３カ月に一度の季刊発行となります。当店では、岐阜の良いモノを再発見しながら楽しめるイベントを開催しています。
そこでのご意見が次の商品開発へ。岐阜のモノづくりの発展に参加してみませんか？ 店内では様々なイベントフェアや、「昼の部」体験ワークショップ、
「夜の部」日本酒ワークショップを毎月１回ずつ開催。詳しい日程や内容は、ホームページをご覧ください。

3月・4月・5月のイベント案内2017年

※一部内容変更になる場合がございます。

長谷川刃物 Nail + 1,850円

ツカダ Key-Quest 
2,593円

「美濃和紙体験バスツアー」
開催日：3月11日（土）　
10:00出発／17:00到着予定
※集合・解散ともにJR岐阜駅
会費：無料（定員20名）・昼食込

美濃のうだつの上がる街並みの
見学や、和紙小物を作る体験
ワークショップ、伝統的な紙漉き
職人の家「旧古田邸」での紙漉
き実演見学など、美濃和紙の魅
力を直に感じるバスツアーです。

○お申込み・お問合せ：ザ ギフツショップ（TEL：058-212-3255）まで

※写真はイメージです。

●詳しくはお問合せ（TEL 058-212-3255）もしくは、ホームページ（www.giftsshop.jp）にてご確認ください。 ※価格は税込です。　※写真はイメージです。実際と異なる場合があります。
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