
エアーかおる
550円～

創業以来、なにも変えない、変
わらない味を作り続け、スープ
は飲み干せるほどあっさりした、
コクのある高山ラーメン。

飛騨高山の有名店がセットに
なったお土産限定の商品。
ぜひ、しょうゆと塩味2種類の
ラーメンをお楽しみください。

飛騨さしこ

大量生産では作り出せない美
しさの本生藍染め。藍草と水だ
けを用いて染める技法は有害
物質を含まず、肌に優しい。

高山で江戸末期から続いてお
り、白磁に染付、赤絵を施した
華やかな陶磁器。職人が1つ1
つ手造りで仕上げています。

ひと針ひと針手縫いで作られる
飛騨さしこ。手作りなので、一
つとして同じ物はなく丈夫で美
しい作品を作り上げます。

青藍
円

豆天狗

麺屋しらかわ 渋草焼き

440円～

春慶塗 一位一刀彫
1,080 円

地元民にも愛される有名店。
付属のゆず果皮と黒胡椒を入
れて、あっさりとした魚介醤油味
をお楽しみください。

自然な木目と素朴な美しさが
特徴の高山の伝統工芸品。使
用するたび、色艶が出てくるた
め実用の美も楽しめます。

飛騨のイチイの木を用い、木目
や色を十分に活かした彫刻。
一本の木から生み出される置
物はとても迫力があります。

マスク

7,700円～ 4,950円～ 4,125円～

1,080 円 860 円

飛騨牛 ステーキ用 桔梗屋 老田屋
6,500円～

1,100円～

手作りのマスク。布、さしこ、シ
ルクの素材でさるぼぼ柄など、
地元ならではの様々なマスク
をご用意しています。

ハンカチ550円、バスタオル2,420円 500円～

麺屋伊吹・宮川中華そば

810 円 1,080

yuica

余分な保存料を使用せず、飛
騨の地酒と名水を使ったコシの
強い麺としっかり醤油のスープ
がよく絡みます。

魔法の撚糸で作られた世界初
のタオル。一般のタオルよりも
軽量でふわふわなのに、吸水
力は2倍で速乾性が抜群。

酒蔵生まれのフェイスパック。
日本酒の保湿パワーでお肌を
潤すだけでなく、日本酒の香り
で気分もリラックス。

飛騨地方で昔から作られてお
り、方言で「猿の赤ん坊」という
意味の人形。安産などを願うお
守りとして、お土産に人気。

丹生川精肉

サーロインステーキ400g 11,000円

サーロインステーキ200g 　6,500円

        もも赤身　上400g 　8,500円

飛騨高山で生まれ、その地の
文化と共に歩んできた桔梗
屋。醤油ベースのスープと絡
みのよい細ちぢれ麺です。

飛騨高山の森の力で、本来の
美しさと癒しのためにあるブラン
ド。まるで自然の森の中にいる
ような香りが広がります。

6,500円～ 6,500円～

飛騨牛 しゃぶしゃぶ用 飛騨牛 焼肉用 飛騨牛サラミ 高山めん本舗 御守刀はさみ 飛騨牛カレー
700円～ 860 円 1,760 円

200 円

湯桶に入った可愛いさるぼぼは
当館オリジナル。ホテルのロゴ
入りなので、ご来館の記念やお
土産におすすめです。

天望の湯 温泉の素 湯ったり さるぼぼ
各860 円

飛騨牛しぐれ煮 季節の和菓子 りんごにんじんジュース

610 円

季節の和菓子をご用意。季節
によって変わるので、何がある
かはお楽しみ。当館オリジナル
なので、お土産にどうぞ。

温泉分析値をもとにブレンドし
た、当館オリジナルの温泉の素
です。ぜひご家庭で温泉気分
をお楽しみください。

飛騨産のりんごとひるがの高原
にんじんをブレンドしたジュー
ス。地元で生産・加工した当館
オリジナル商品。

あつあつのご飯にかけて，飛騨
牛の旨みがたっぷり詰まったつ
ゆまでお召し上がりください。お
酒のお供にもオススメです。

リブロース300g　6,800円 肩もも　300g　7,000円

コンパクトでありながら、関の刃
物職人伝統の技が光ります。切
れ味が抜群な大河ドラマとコラ
ボした刀型のはさみ。

飛騨牛と厳選したスパイスを合
わせ濃厚でコクのある味わい。
当館オリジナルのカレーをご家
庭でも是非。

サーロイン300g　8,800円 ｻｰﾛｲﾝ+ももﾊｰﾌｾｯﾄ 400g 10,000円

丹生川精肉 丹生川精肉 A5等級の飛騨牛を使用した大
人の逸品。普段なかなか食べ
られない、最高等級の飛騨牛
をお手軽にお楽しみ頂けます。

自然あふれる飛騨の水で仕込
み、スープに良く絡む粘りと弾
力のある麺が特徴の高山ラー
メンです。

飛騨牛ステーキを50ｇ使用し、
素材にこだわったカレー。素材
の旨みを絶妙なバランスで調
理した新しい味です。

飛騨牛の旨味が詰まっており、
最後の1粒まで美味しくお召し
上がりいただけます。プロの味を
ご家庭でお楽しみ下さい。

肩ロース300g　6,500円 ももバラ　300g　6,500円

1,510 円  180ml 310円、500ml 760円1,300 円 1,296 円 1,300 円

飛騨牛リッチジャーキー 梅本さんの高山飛騨牛カレー 飛騨牛炊き込みご飯の素

飛騨牛のA5・A4だけを使用し
たリッチなジャーキー。ブラック
ペッパーをアクセントに甘味と
深い味わいをお楽しみ下さい。

飛騨特産の朴葉味噌。えごま
入りは当館のオリジナル。朴葉
焼きだけでなく、調味料として
使用しても美味しいです。

650 円

朴葉味噌

550

660円～

円

日本酒マスク さるぼぼ

690 円

地域共通クーポンを使って、ご自宅に帰ってからもお

楽しみいただける岐阜県や飛騨高山の商品をご紹介！

掲載商品は、ホテルスタッフがおすすめするものだけ。

この他にも『ショップアベイル』には素敵な商品が

盛りだくさん♪ぜひお立ち寄りください。

飛
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ショップアベイル（1階ロビー）

8:00～13:00、16:00～21:00

こちらのチラシをお持ちのお客様は

お得にお買い物をしていただけます。

※他券・他サービス併用不可

※表示価格は全て税込
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送料込み

ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ 200g×2

肩ロース500g

送料込み 送料込み

肩もも500g

白川茶水まんじゅう



お酒が苦手な方に「これなら飲
める」と大好評。女性や普段お
酒を飲まない方も気軽に味わ
える飛騨のお酒です。

少量仕込みで吟醸造りをした
純米吟醸。柔らかさの中にある
奥深いコク、調和する五味はお
米の旨みを味わえます。

615 円

1,650 円円

赤かぶらチップス 駄菓子 こくせん 三嶋豆 赤かぶら漬 紅千枚 漬物ステーキ

1,080 円

飛騨の御漬物(3種) めしどろぼ漬

素朴な味わいと軽い食感から
ついつい手が止まらなくなる煎
餅。ほのかに香る味噌の風味
が病みつきになります。

人気のお漬物が5種類揃った
商品。この一品で飛騨のお漬
物を堪能できます。ご飯やお酒
のお供としておすすめです。

1,620 円540 円

伝統的なお漬物。天日塩のみ
で漬け込み、その他の調味料
は一切使用しておらず、自然の
酸味はお酒にもぴったり。

飛騨名産の赤かぶらを甘酢で
漬け込んだもの。爽やかな甘
酸っぱい味が特徴でおすすめ
の一品です。

飛騨の郷土料理であり、高山
の居酒屋定番メニュー。白菜と
赤かぶらの漬物を焼いて食べ
る高山の名物料理です。

430 円

972 円 380 円

540 円 430 円

ねぎ塩390円、山椒塩432円

糖度が高く酸味の少ない飛騨
産のトマトのうま味に、玉ねぎの
コクをプラスした風味豊かなト
マトスープです。

飛騨えごま ドレッシング
1,080 円 1,296 円 860 円

飛騨牛せんべい 飛騨牛御焦 かたりべ 朴葉味噌
各760 円

飛騨えごまゆべし とちの実せんべい とち餅 飛騨の塩 飛騨とまとのおいしいスープ

最高等級A5ランクの飛騨牛を
使用した一品。薄焼きの食べ
やすいサイズで、飛騨牛の旨み
が食べた瞬間広がります。

きな粉と煎り粉の練り生地に糖
蜜を絡めたお菓子。香ばしく上
品な味わいで、皇室の御土産
にも御使いいただいた逸品。

食べ応えのある分厚く香ばしい
おこげ煎餅に飛騨牛の旨味が
詰まっています。お酒のおつま
みとしてもオススメです。

高山で90年続くこうじやの味
噌。朴葉味噌以外にも家庭料
理にお使いいただける田舎味
噌や赤みそなどもおすすめ。

飛騨地方では『あぶらえ』とも
呼ばれる特産品の飛騨えごま。
オイルやドレッシングで、様々な
料理にご利用いただけます。

雪の下で越冬させる、ひるがの
春待ち人参を使用したドレッシ
ングと香り豊かな飛騨山椒を使
用したさわやかなドレッシング。

380円～ 760円～

1,080 円 540 円1,080 円 860 円 972 円

蜜豆 飛騨清見ソース パスカル トマトケチャップ

健康食品としても話題になって
いるえごま。飛騨えごまを使用
し、えごまの香ばしさとプチプチ
した食感が癖になります。

生地に練り込んだ栃の実独特
の香ばしさとやさしい甘さが特
徴のお菓子です。ザクっとした
歯ごたえもお楽しみ下さい。

栃の実ともち米を使ったお菓
子。お茶菓子として、もちっとし
た食感とあっさりとした甘さを共
にお楽しみ頂けます。

飛騨高山の伝統菓子である豆
板に飛騨産のはちみつを使
用。優しい甘さと落花生の香ば
しさがたまりません。

野菜をたっぷり使ったフルー
ティーで甘口の中濃タイプの
ソース。飲めるくらいに、まろや
かで優しい味のソースです。

酸味を抑え、トマト本来の甘み
が際立ち、まるでジャムのような
味わい。甘くコクのある後味も
さっぱりと優しい舌触りです。

飛騨高山特産のねぎを使用し
た塩と飛騨山椒を使用した塩。
風味豊かな炒め物や炒飯など
相性抜群です。

500 円 540 円

飛騨牛乳チーズバウムクーヘン 飛騨高原牛乳スティックケーキ 豆板 味噌煎餅
1,512 円

ひだりんご煮
700 円

飛騨の御漬物(5種)

飛騨の高原で育てられた乳牛
から搾った牛乳を使い丁寧に
焼き上げた、しっとりとした食感
のバウムクーヘンです。

大自然に囲まれた飛騨地域で
搾られた飛騨牛乳。濃厚なミ
ルクの風味が生きた、ふんわり
食感のスティックケーキです。

創業明治23年の老舗駄菓子
屋打保屋で１番人気の駄菓
子。ピーナッツの香味と口の中
でほどける糖蜜が絶品です。

飛騨りんごをそのまま煮ているの
で、りんご本来のおいしさです。
砂糖や添加物も使用しておら
ず、とてもヘルシーです。

飛騨特産のお漬物3種を食べ
比べ。ご飯のお供や炒飯など
の具だけでなく、お酒のおつま
みとしてもおすすめ。

赤かぶを刻み、塩漬けにしたお
漬物。乳酸菌発酵でほんのり
酸味があり、次々とごはんが欲
しくなる病みつきのおいしさ。

380 円 420 円430円～ 650 円

飛騨のお土産で有名なうら田
のめしどろぼ漬けを生地に練り
込んでおり、辛味と酸味のバラ
ンスが取れた味わいです。

柔らかく香ばしいきな粉菓子の
げんこつや、手細工飴など、飛
騨高山の様々な駄菓子をお楽
しみ頂けます。

飛騨高山で最も古い歴史の駄
菓子です。こだわりの焙煎で香
りを最大限に引き出した黒胡麻
の風味が香ばしい逸品。

国産大豆に、砂糖と澱粉を何
度もかけ炭火で仕上げた逸
品。ところどころに混じる青海苔
豆が味のアクセントに。

気候、水、米に恵まれた飛騨の
自慢の地酒を飲み比べ。どの
銘柄が入っているかは買ってか
らのお楽しみです。

お米の旨みを生かし、ふくよか
な味わいに仕上げた純米吟
醸。後味の切れ上がりが良く、
フルーティーなお酒です。

地元産の「ひだほまれ」を使った
純米酒。コク、上品な香り、口
に含んだ瞬間広がるほのかな
米の甘みが特徴です。

口当たりがよく、口の中で広が
るフルーティーな吟醸香を楽し
める大吟醸。キレが良く、食中
酒でも楽しみいただけます。

四つ星

甘い香りと旨味が口の中に広が
り、お米の甘味、旨味共に濃厚
ですが喉越しは爽やか。飛騨
牛と一緒にお楽しみ下さい。

女性におすすめ
1,550 円

飛騨の地酒 蓬莱 山車 深山菊 白真弓
440円～2,098 円 円1,762 5,5001,446円～
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