
〒501-6181　岐阜県羽島郡笠松町司町１
笠松町役場　企画環境経済部　企画課　
ＴＥＬ　０５８－３８８－１１１３
ＦＡＸ　０５８－３８７－５８１６

このロゴマークは・・・

岐阜県立岐阜工業高等学

校デザイン科の生徒が、

ご寄附いただいた皆様にお届

けするお礼の品「ふるさとかさま

つ宅配便」の共通マークを考案した

ものです。

笠松町からの感謝、事業者の皆様の感謝、

そして高校生からの感謝の３つの気持ちがぎっしり

詰まった「ふろしき」です。2016年にはふるさと納税未来大賞を

受賞しました。

感謝の気持ちをお届けします際、このシールにもご注目下さい。

町マスコットキャラクター

かさまるくん＆かさまるちゃん



0501 0522 0523 0805
【提供】(株)笠松天領の駅 【提供】大栄食品（株） 【提供】大栄食品（株） 【提供】(株)シーポート

0804 0901 1001 1007
【提供】(株)笠松天領の駅 【提供】大栄食品（株）

1501 2401 0503 0516
【提供】(株)シーポート 【提供】(有)こむぎ・家 【提供】兆司家

0502 1002 1201 1401
【提供】(有)鬼頭商店 【提供】(有)鬼頭商店 【提供】(有)鬼頭商店 【提供】(有)鬼頭商店

飛騨牛１００％メンチカツ
冷
凍

飛騨牛を
１００％使
用した牛
肉メンチカ
ツです。
豚肉、鶏
肉などの
混ぜ物は
一切使わ
ずに牛肉

（飛騨牛）のみを使用したメンチカツ
です。【内容】　飛騨牛100%メンチカ
ツ（135g）×5個

飛騨牛牛丼の具と
カレーのセット

冷
凍

飛騨牛三昧
冷
凍

岐阜の美味　彩～ＩＲＯＤＯＲＩ～

「御膳米黒豆ごはん」「いのちの壱」「ハツ
シモ」「飛騨コシヒカリ」のセット　※12月～
7月受付8月発送、8月～11月受付12月発
送　【内容】　御膳米黒豆ごはん387g×2
袋、いのちの壱・ハツシモ・飛騨コシヒカリ
3合（450ｇ）×3種

番号 14,000円

岐阜の米　食べ比べセット

タマイズミ
（岐阜県産プレミアム小麦）

番号 8,000円

なっとく豚フランクとちょっと
ちがうじゃこの甘露煮セット

冷
凍

自社製天然酵母を使用して風味豊
かに焼き上げた食パンと、発酵バ
ターを練り込んだ生地で、幾重にも
折り込んだﾃﾞﾆｯｼｭ食パンの詰合せ
です。【内容】　天然酵母食パン2斤
（2本）、デニッシュ食パン2斤（1本）

番号 5,000円

「なっとく豚フランクフルト」「ちょっとち
がうじゃこの甘露煮」のセット
【内容】フランクフルト3本×3パック、
甘露煮60g×4袋

岐阜特産の飛騨牛をじっくり煮込ん
だ、『飛騨牛牛丼の具』と『飛騨牛カ
レー』そして『飛騨牛入りハンバー
グ』をセットにしてお届けします。【内
容】　飛騨牛牛丼の具3食、飛騨牛カ
レー3食、飛騨牛入りハンバーグ6食

番号 10,000円番号 10,000円

木曽川のほとり、濃尾平野の豊かな
土壌と水に育まれ、地元の農家が丹
誠込めて作った、大粒でさっぱりとし
たお米。すし飯としても好評です。
【内容】　ハツシモ3kg

人気の飛騨牛シリーズ、コロッケと１００％
メンチカツに飛騨牛肉まんをプラスした最
強セット。ご贈答にも最適です。【内容】
飛騨牛コロッケ（90g）×10個、飛騨牛肉ま
ん（160g）×5個、飛騨牛100%メンチカツ
（135g）×5個

飛騨牛１００％メンチカツ
＆コロッケセット

冷
凍

人気の飛騨牛シリーズ、コロッケと１
００％メンチカツのセット。
【内容】　飛騨牛コロッケ（90g）×10
個、飛騨牛100%メンチカツ（135g）×5
個

　岐阜県産プレミアム小麦の「タマイ
ズミ」は、香り高く香ばしい味わいが
自慢。パン・菓子等、こだわって作り
ませんか。
【内容】　強力粉（540g）×6袋

飛騨牛をふんだんに使用した牛肉コ
ロッケです。男爵イモの甘味と飛騨
牛の味わいがマッチした一品です。
【内容】　飛騨牛コロッケ（90g）×10
個

番号 8,000円

番号 5,000円番号 24,000円

ギフライス厳選米　極～きわみ～

なっとく豚フランクフルト
冷
凍

納豆を餌に飼育された岐阜のブラン
ド豚『なっとく（納豆喰）豚』を100%使
用
【内容】　フランクフルト3本×3パック

番号 5,000円

番号

飛騨牛コロッケ
冷
凍

【提供】(株)シーポート

岐阜県産　ハツシモ（3kg）

【提供】(株)シーポート
15,000円

番号 5,000円

飛騨牛味わいセット
冷
凍

10,000円

「森のくまさん」「つや姫」「魚沼コシヒ
カリ」「いのちの壱」「ハツシモ」「ゆめ
ぴりか」のセット　※12月～7月受付8
月発送、8月～11月受付12月発送
【内容】　3合（450ｇ）×6種

番号

大粒でさっぱりとした「ハツシモ」と、
さらに大粒で甘みと粘りが特徴の
「いのちの壱」をご家庭で食べ比べし
て下さい。
【内容】　ハツシモ3kg、いのちの壱
2kg

番号 12,000円

写　　　真

番号 9,000円

飛騨牛入り製品詰合せ
冷
凍

岐阜特産の飛騨牛を使い、じっくり
煮込んだ『飛騨牛カレー』と『飛騨牛
入りハンバーグ』をセットにしてお届
けします。
【内容】　飛騨牛カレー3食、飛騨牛
入りハンバーグ3食

番号 5,000円

岐阜特産の飛騨牛をじっくり煮込ん
だ『飛騨牛牛丼の具』と『飛騨牛カ
レー』をセットにしてお届けします。
【内容】　飛騨牛牛丼の具2食、飛騨
牛カレー3食

番号 5,000円

飛騨牛肉まん
冷
凍

【提供】(株)シーポート

食パン３本詰合せ

飛騨牛の牛小間を使用した牛肉ま
んです。ミンチではなく小間肉を使っ
て、肉の食感を残しました。サイズも
160gとビッグサイズの牛肉まんで
す。
【内容】　飛騨牛肉まん（160g）×5個

米・小麦・パン

肉 類

1



1601 0508 0509
【提供】(有)鬼頭商店 【提供】餅和菓子処　いなみ 【提供】松栄堂

どを紹介しています。

0510

1005 0511 0512 0513
【提供】パティスリー小菊 【提供】御菓子司　小梅 【提供】(株)ノーベル 【提供】(株)ノーベル

0603

0514 0601 0602 0803
【提供】御菓子司　小梅 【提供】伊住屋 【提供】笠松菓子組合 【提供】松栄堂

【10個入】
0606

【20個入】
0605 1101 0704

【提供】岐阜製菓 【提供】梅乃井 【提供】梅乃井

厳選された小麦粉、玉子、砂糖を永年の
技法で焼きあげ、笠松を象徴する大名行
列お奴ととんぼ天国の焼印を施した手焼
きせんべいです。

地元産のとれたて高級たまごを使用
した、手作りの焼菓子です。トンボ天
国(どらやき)と、洋茶菓子(マドレー
ヌ)のセットです。
【内容】　どらやき5個、マドレーヌ5個

笠松中学校の生徒とコラボで考案し
た「蹄鉄クッキー」と、400年の伝統が
支える太田屋半右衛門「志古羅ん」
を、笠松菓子組合がお届けします。
【内容】　笠松志古羅ん6個、蹄鉄クッ
キー5枚

【2枚×6袋、3枚×6袋】
番号 6,000円
【2枚×16袋、3枚×2袋】

「笠松散策」アマンドせんべい

厳選したアーモ
ンドスライスを
たっぷりと使っ
た焼菓子です。
アーモンドを焼
き上げた香ばし
さを堪能下さ
い。個口包装袋
には笠松の歴
史、伝統文化な

【1袋2枚入×8袋×1箱】
番号 5,000円
【1袋2枚入×8袋×2箱】

地元応援菓　オグリ・キャップ
冷
蔵

笠松名物　瓦せんべい

厳選された小麦粉、玉子、砂糖を永
年の技法で焼きあげ、笠松の大名行
列お奴ととんぼ天国の焼印を施した
手焼きせんべいです。通常サイズの
約2倍です。
【内容】　大瓦せんべい2枚×6袋

笠松名物　大瓦せんべい

冷
蔵

写真はイメージですので、
実際に届く物とは多少の
違いがある場合がござい
ます。
掲載の内容は予告なく変
更することがありますの
で、最新の情報は笠松町
までお尋ね下さい。

毎日の食事の偏りが気になる方の
栄養バランスアップに、機能性ヨーグ
ルトの詰め合わせをぜひどうぞ。
【内容】　DHA＋ＥＰＡヨーグルト3個、
クロレラアロエヨーグルト6個入

番号 5,000円

番号 6,000円 6,000円

出世馬オグリキャップ
おぐり大福

番号 11,000円 番号 7,000円

数々の重賞レースを制し、多くの
人々に愛された、笠松競馬が生んだ
名馬『オグリキャップ』を形どった最
中種に大粒の北海道小豆と栗が
ぎっしり詰まった自慢の逸品です。
【内容】　最中10個入

番号 16,000円 番号

「中性脂肪を減らす」機能が報告さ
れているＤＨＡ・ＥＰＡを配合した飛騨
牛乳を使用したヨーグルトのセットで
す。
【内容】　ＤＨＡ＋ＥＰＡヨーグルト9個
入

番号 5,000円 番号 5,000円

ふわっふわ＆ほろ苦抹茶大福

笠松湊　木曽の月
冷
蔵

岐阜県産　ハツシモ（5kg×2）

海と牧場の恵み
DHA+EPAヨーグルト

冷
蔵

木曽の月はカスタードクリーム入り
蒸し菓子です。笠松湊は木曽川水運
の拠点として発展し地方物資の集散
地となり栄えました。そんな笠松湊を
照らす月をイメージしました。
【内容】　木曽の月10個入

清流育ち　はね鮎

しっとりとした焼き皮の中に求肥のお
餅を包み仕上げたお菓子です。木曽
川の清流で元気に泳ぐ鮎に見立て
ています。
【内容】　はね鮎15個入

番号 8,000円番号 5,000円 番号

番号 6,000円

笠松ゆかりの銘菓詰合せ

定番の４種類に季節替り商品をプラ
スして５種類の銘菓詰合せ。

笠松が生んだ名馬オグリキャップを
讃え生まれたお菓子。ニッキ餅の中
に自家製つぶあんと大栗１粒入りの
大福。受験生、就活生にも人気で
す。
【内容】　おぐり大福10個入

番号 6,000円

木曽川のほとり、濃尾平野の豊かな
土壌と水に育まれ、地元の農家が丹
誠込めて作った、大粒でさっぱりとし
たお米。すし飯としても好評です。
【内容】　ハツシモ5kg×2袋

ノーベルヨーグルト
詰合せセット

冷
蔵

笠松志古羅んと蹄鉄クッキー詰合せトンボ天国・洋茶菓子セット
冷
蔵

5,000円 番号 5,000円

番号 10,000円

ふわっふわのお餅には岐阜県高山
産の餅粉を、ほろ苦のホイップクリー
ムには、宇治のお抹茶を、餡には北
海道産大粒小豆を。こだわりの素材
を使用した逸品です。
【内容】　抹茶大福10個入

菓 子 類米・小麦・パン
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0703 0802 1006
【提供】中華屋ＫOＲＡＮ 【提供】(有)こむぎ・家 【提供】御菓子司　小梅

0702

0504 1003 0507 1004
【提供】(有)シオキチ 【提供】(有)シオキチ 【提供】café　ａｊａｒａ 【提供】広喜園

0701 1402 3001 2601
【提供】久納酒造(有) 【提供】久納酒造(有) 【提供】久納酒造(有) 【提供】料亭　安田屋

3002 0505 0506 0801
【提供】(株)笠松天領の駅 【提供】日本料理　松廣

冷
蔵

鮎燦燦
冷
凍

余分な添加物などを使用していない
押し寿しを冷凍にてお届けします。
【内容】　焼鮎寿し、田楽寿し、甘露
煮寿しの3本セット

番号 8,000円
【提供】木曽川長良川下流漁業協同組合

ちょっとちがうじゃこの甘露煮
冷
蔵

番号 30,000円 番号

おせちの定番、田作り・数の子・黒
豆・伊達巻などを盛込み、見た目に
も拘って盛り付けたおせちです。
※写真は昨年分ですので、お届けす
る品と違いがある場合があります。
申込10月末。12月30日お届け。

【提供】ジーエフシー株式会社

田代おせち趣二段重
冷
凍

冷
凍

5,000円 番号 10,000円

アジャーラー挽きたてコーヒー

一度食べたら忘れられない秘伝の
赤みそ仕立てのお鍋。豚肉やカキ、
ホルモンとお味噌の相性が抜群！
【内容】みそ鍋2人前（11月～4月　カ
キ・ホタテ、5月～10月　牛ホルモン）

一升瓶でお届けします。冷でも燗で
もお好みで。
【内容】　ホワイトラベル（1.8ℓ）×1本

呑みやすい秀撰レギュラーラベル
と、さらに口当たりの軽い秀撰ホワイ
トラベルをセットでお届けします。
【内容】　レギュラーラベル、ホワイト
ラベル　（1.8ℓ）×各1本

笠松の地酒＜美笠万代＞を贅沢に
４本詰め合わせてお届けします。
【内容】　純米酒、上撰酒、レギュ
ラーラベル、ホワイトラベル　（1.8ℓ）
×各1本

品種別　緑茶

あさつゆ・やぶきた・ゆたかみどり・おくゆ
たかの中から店主が季節に応じた組合せ
を厳選してお届けいたします。

【100g入×2種類】
番号 7,000円
【100g入×3種類】

笠松町の果物屋『シオキチ』から、秋
は岐阜特産の「富有柿」をはじめとし
た季節に応じた旬の厳選フルーツを
お届けします。

美笠万代　秀撰酒
安田屋名物みそ鍋
お取り寄せセット

冷
蔵

笠松町の果物屋『シオキチ』から、季
節に応じた旬のフルーツをお届けし
ます。※夏季など高温時は、なまも
のでない場合もあります。

5,000円

番号 26,000円

木曽川の鮎一夜干し

8,000円 番号 10,000円

秀撰呑み比べセット 万代バラエティセット

シオキチ厳選フルーツ

番号

番号 10,000円

カフェ　アジャーラーの挽きたてブレ
ンドとアイスコーヒーにもできる深煎
りコーヒーの２種類をお届け。ご自宅
で本格コーヒーを！
【内容】　ブレンド、深煎りコーヒー[中
挽きで（200g）×2種]

番号 5,000円

清流木曽川で育った香魚は、各種ミ
ネラルを含み自然食品として好評で
す。背開きし、塩水に浸漬けしたもの
を冷風乾燥、真空パックしたものをお
届けします。
【内容】　鮎一夜干し2匹入×4パック

無添加・無着色・国産の材料、調味
料にトコトンこだわった、しらすじゃこ
の甘露煮。薬味酒（保命酒）も入っ
て、健康・美容に是非どうぞ。
【内容】　甘露煮60g×3パック

番号 5,000円

7,000円

新食感の杏仁豆腐にはファンも多
く、驚きの食感をぜひ味わって下さ
い。作りたてをクールでお届けしま
す。ふわっと杏仁豆腐と果肉入りマ
ンゴープリンのセットです。【内容】
杏仁豆腐4個、マンゴープリン4個入

番号

番号 7,000円

シオキチのフルーツ

自社製天然酵母を使用して焼き上げ
た食パンに、生クリーム入りのマー
ガリンと北海道のビート糖でサクッと
した食感に焼き上げました。
【内容】　天然酵母らすくん20枚×10
袋

美濃路から木曽路にかけて特産の
栗と、選りすぐりの国産の栗を、無造
作に荒っぽく砕いて餡に炊き上げ、
そのまま茶巾で絞ったものです。
【内容】　栗きんとん12個入

番号

番号 14,000円 番号 30,000円

シャンランセット
冷
蔵

ラスク１０袋詰合せ 栗きんとん

菓 子 類

果 物 飲料等

お 酒

魚介類

お 鍋

9月-12月限定

おせち
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【内容】　１ℓ×2本

0515 0902 0903
【提供】辻兼食品工業(株) 【提供】村上製麩(株) 【提供】(株)シーポート

【体験券】 【体験券】 【食事券】
0521 1502 1602 1701

【食事券】 【食事券】 【食事券】
2901 3201 3401 3601

【提供】料亭　安田屋 【提供】料亭　安田屋

ママ・ベビーサポートおくむら

090-9178-9998

和風食房まほろば　058-388-0980

料亭　安田屋　058-387-2037

岐阜県地方競馬組合（笠松けいば）

058-387-9079

【食事券】 日本料理　松廣　058-387-0125

3602 中華屋ＫOＲＡＮ　058-388-3950 0905 0524
【提供】中華屋ＫOＲＡＮ 【提供】(株)藤万

松廣懐石（2名様分）

四季折々の季節の素材を活かした
懐石料理です。

番号 36,000円
【提供】日本料理　松廣

メッセージデザートプレート付「フカヒ
レ姿煮コース」で大切な記念日をお
過ごしください。

　　　　　　　　は、笠松町への
入金確認後に「予約券」を郵
送しますので、予約券を受け
取られてから、３ヶ月以内に
電話でご予約・ご来店となり
ます。

笠松町の「水」と岐阜県産大豆で
造ったお豆腐(もめん・絹ごし)と、笠
松町の「水」で造ったかんてん各種、
そして、生いもこんにゃくの詰合せで
す。【内容】　豆腐（もめん・絹ごし）、
寒天デザート、こんにゃく各種

番号 9,000円

お椀に数個入れて汁物、味噌汁を注
ぐだけ。また、煎って　塩をかけれ
ば、ビールのおつまみ、子供のおや
つに最適。
【内容】　こまき麩（40ｇ）×30個

鮎懐石（2名様分）

ふるさとのプロスポーツクラブ「ＦＣ岐
阜」を応援しよう！２０１８シーズンの
ＦＣ岐阜ホームゲーム観戦ペアチ
ケットをお届けします。
【内容】　観戦ペアチケット（メイン自
由席）

【提供】（株）岐阜フットボールクラブ

リンパドレ
ナージュは出
産でダメージ
を受けた身体
の疲れをと
り、ホルモン
バランスを整
えます。産後
のむくみを改
善する効果も

一度食べたら忘れられない秘伝の
赤みそ仕立てのお鍋。老舗料亭で至
福のひと時をお過ごしください。

番号 29,000円

安田屋名物みそ鍋（2名様分）

番号 5,000円 番号 9,000円

豆腐・かんてん詰合せ
冷
蔵

番号 32,000円 番号 34,000円

おしゃれな伊勢型小紋柄の肌触りの
良いガーゼの手ぬぐいと、洋服に合
わせたりベランダなどでも簡単に履
ける下駄をセットでお届けします。
【内容】　ガーゼの手ぬぐい(35cm×
120cm、下駄(23.5～24.5cm)

お肌の脂をすっきり吸取り！メガネ
や携帯電話の画面の汚れもきれい
に拭取ります。繰返し使用可能でソ
フトな風合い。
【内容】　あぶら取りハンカチ7枚

番号 5,000円番号 9,000円
【提供】(株)ごとう呉服店

岐阜の夏といえば鮎。老舗料亭で味
わう至福の鮎を是非一度お楽しみく
ださい。

こまき麩

これを受け
ればいつで
もママサ
ポートが完
璧!!パパの
不安はこれ
で解消でき
ます。

あります。免疫力や自然治癒力を高
めます。心も身体も癒されますよ。

【提供】ママ・ベビーサポートおくむら 【提供】ママ・ベビーサポートおくむら

焼肉の付けダ
レや揉みダレ
唐揚げなどの
下味付けに！
お肉のプロが
手掛けたタレ
です。

お肉屋さんが手掛けた醤油たれ

笠松けいば主催のレースで、希望日
に　「○○ちゃん入学おめでとう」「○
○結婚記念」など、あなたの名前を
つけた冠レースをしませんか？（別
途、申込票が必要となります）

旬の八寸盛り合わせを中心に、刺
身、天ぷら、茶碗蒸し、ご飯、赤だ
し、デザートなどをお付けした上品で
かわいらしい和食のコースです。

まほろば　おすすめコース（2名様分）
産後のママのためのリンパドレナージュ

～パパからママへのギフトに♡～
これからパパになるあなたへ
～育児パーソナルレッスン～

FC岐阜ホームゲーム
観戦ペアチケット

【提供】和風食房まほろば
番号 5,000円 番号 15,000円 番号 16,000円

【提供】岐阜県地方競馬組合（笠松けいば）

笠松けいば個人協賛レース

フカヒレ姿煮コース（2名様分） 下駄 と てぬぐい

36,000円

あぶら取りハンカチ

番号 17,000円

番号

加工品等 調味料

6月-10月限定

チケット等

ファッション
事前予約

事前予約 事前予約 事前予約

事前予約

事前予約

事前予約 事前予約 事前予約
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0519 0518 0517 0520
【提供】笠松町　企画課

0525 0705 0904 1603
【提供】川島化成(有) 【提供】ＣＳＰＷｅｂシステム 【提供】（有）岐南カレンダー

0608 0806 1301
【提供】笠松刑務所 【提供】愛馬会 【提供】笠松刑務所

【提供】笠松町読書サークル協議会 【提供】（株）岐阜フットボールクラブ

番号 5,000円
【提供】（株）スーパーメイト

かさまるくんかさまるちゃん
スマートフォンケース

スタンドバイＰＣWMCホイッスル

写真はイメージですので、
実際に届く物とは多少の
違いがある場合がござい
ます。
掲載に内容は予告なく変
更することがありますの
で、最新の情報は笠松町
までお尋ね下さい。

ママを優しく守る愛のカタチの三点セット
～パパからママへのギフトに♡～

子育てで忙しく美容室へ行くことがで
きないママのためにご自宅に居なが
らにまるでサロン帰りのような美髪に
仕上がります。【内容】　シャンプー
（300ｍｌ）、トリートメント（230ｍｌ）、ハ
ンドクリーム（65g）

番号 16,000円

美濃七宝の七宝焼ブローチ

番号 5,000円 番号 7,000円 番号 9,000円
【提供】ママ・ベビーサポートおくむら

笠松刑務所の女子受刑者によって、
一つ一つ丹精込めて焼き上げたもの
です。 (柄は個々に異なりますので
指定できません)
【内容】　七宝焼きブローチ1個

地震でガレキの下敷きになってし
まった時など、声の代わりに自分の
存在を示すためのホイッスルをスト
ラップにしました。IDカードが入って
おり、連絡先や投薬情報などが書き
込めます。
【内容】　ＷＭＣホイッスル2本

笠松町マスコットキャラクター「かさま
る兄妹」のスマホケースです。マルチ
タイプのケースで180機種以上に対
応しています。
【内容】　サイズはＨ147ｘＷ74ｘＤ
11(mm)以内。

番号 6,000円 番号

番号 5,000円

パソコンキーボードのスタンドです。
キーボードを立てる用途のほか、ご
自分のパソコンスタイルに合わせて
お使い下さい。また、ipadやiphoneな
どを立てる事も出来ます。

かさまる兄妹
オフィシャルグッズセット

笠松ふるさとかるた

地域環境保護につながるだけでな
く、精算レジでの利便性にも優れた
マイバスケット。お買い物もエコに気
楽に楽しく！
【内容】　マイバスケット（リラックマ
33L、リラックマ16L、色おまかせ33L）

FC岐阜オフィシャルグッズ マイバスケット（３個セット）

8,000円 番号 13,000円

笠松競馬の競走馬が、実際につけ
た蹄鉄を磨き、馬頭観音のご祈祷を
受けた“開運馬蹄”と、蹄鉄を止める
釘で作った蹄釘ストラップ。開運・魔
除け・お守りのラッキーグッズです。
【内容】　蹄鉄1個、ストラップ1個

笠松刑務所の女子受刑者によって、
一つ一つ丹精込めて焼き上げたもの
です。 (柄は個々に異なりますので
指定できません)
【内容】　七宝焼ブローチ1個、ピル
ケース1個

開運！蹄鉄グッズ 美濃七宝の七宝焼ブローチ＆ピルケース

番号 5,000円 番号 5,000円

笠松町マスコットキャラクター　「かさ
まるくん」「かさまるちゃん」の双子の
兄妹。ハンドタオル、ぬいぐるみなど
セットでお届けします。

ふるさと笠松の歴史、文化を訪ねる
一助になれば、そしてふるさとの誇り
となることを期待します。

ふるさとのプロスポーツクラブ「ＦＣ岐
阜」を応援しよう！
【内容】　ＦＣ岐阜オフィシャルグッズ
のタオルマフラーとボールペンのセッ
ト※画像は2017シーズンバージョン
ですので変更されます。

雑貨・日用品

工芸品

皆様からの寄附金は、まちづくりに活用させていただいております。誠にありがとうございます。

笠松町公共施設巡回町民バスを２台購入しました

5


	201802パンフ表紙.pdf
	201802パンフ

