
冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

ふるさと納税返礼品カタログ

北海道 長沼町

長沼町の特産品をお届けします。

令和３年度
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長沼町ってどんな町？

この度は、長沼町へのご寄附を検討いただき誠にありがとうございます。いただいたご寄附は今後の
町の発展に使わせていただきます。
また、寄附の使い道につきましてはこの後のページで紹介していますので、ご覧ください。

はじめに

札幌や千歳など主要都市にほど近い農業のまち・長沼町。一面に広がる田んぼや石狩平野に
沈む雄大な夕日など北海道らしい風景を満喫できるほか、新鮮野菜が自慢のファームレストラ
ンや直売所、温泉などのドライブスポットがあり、週末には多くの方が訪れます。

豊富な湯量と源泉かけ流しが自慢のながぬ
ま温泉、保温効果の高い泉質で、地元でも
多くのリピーターがいます。

のどかな田園風景が広がる、都市近郊型
キャンプ場。自然の豊かさを満喫しなが
ら「ながぬま温泉」も楽しめます。

ながぬま温泉

道の駅 マオイの丘公園 マオイオートランド

文学碑

第1回樋口一葉賞を受賞した辻村もと子の
長編小説「馬追原野」。受賞を記念して
建立されたこの碑がある展望台からは石
狩平野を一望することができます。

新鮮野菜が買える直売所や地元特産品を用
いたレストランが人気の道の駅。石狩平野
を眺望できる展望台もおすすめ。

観光名所のご紹介

この辺に
あります！

※掲載している返礼品は全体の一部になります。
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ふるさと納税 寄附の流れ

〇インターネットによるお申込み

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョ
イス」から申し込むことが出来ます。

〇手書き書類によるお申込み

申請書を郵送、又はFAXで提出することができ
ます。
申請書を役場で確認したのちに、郵便振替用
紙を送付いたします。

〇納付の手続き

郵便振替による納付の場合、役場での確認手
続きに１週間前後のお時間をいただく場合が
あります。

〇納付を確認したら

寄附したことを証明する寄附受領書を発行い
たします。確定申告をする場合はこの書類が
必要となります。

※長沼町では、この業務を株式会社ＪＴＢに
委託しております。

〇返礼品の配送

納付確認後、各事業者へ発注をいたします。
ご注文いただいた返礼品によって配送時期が
異なる場合がありますので、事前にご確認く
ださい。

寄附の申込方法１ 納付の手続き２ 返礼品の配送３

ふるさとチョイス 長沼 検索

QRコードはコチラから

寄附控除の仕組み ふるさと納税額のうち、2,000円を超える部分が、所得税から還付、住民税から控除されます。（控除
額には個人ごとに年間の上限があるのでご注意ください。）

税 務 署

長沼町役場

お住まいの市区町村

１．寄附

２．受領証明書

３．確定申告

４．所得税
の還付

申告情報の共有

寄附者

５．住民税
の控除

寄附者

長沼町役場

お住まいの市区町村

１．寄附・
ワンストップ
特例申請書

２．受領
証明書

３．
申請情報
の共有

４．住民税の控除

寄附をした翌年の３月１５日までに受領証明書を用意して確定申告を行っ
てください。所得税はその年分から還付され、住民税分は翌年度から控除
されます。

給与所得書や、確定申告を行う必要のない方は、以下の２つの要件を満
たしている場合、ワンストップ特例を適用することが出来ます。申請書
は寄附をした翌年の１月１０日までに提出してください。この場合、所
得税から還付される分も含めて翌年度の住民税から控除されます。

① 確定申告を行う必要がないこと。
② ふるさと納税をした自治体が１年間で５自治体以内であること。

～確定申告を行う場合～ ～ワンストップ特例を適用する場合～

お問合せ先
北海道長沼町役場 政策推進課

〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号

電話番号 0123-76-8016

FAX 0123-88-0888

本パンフレットは、手書き書類
によるお申込みや郵便振替によ
る納付を希望する方が利用でき
る「ふるさとチョイス」の返礼
品を掲載しています。
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寄附金の活用先について
長沼町では以下の９つの活用先を選択して寄附をすることができます。

１

新型コロナウイルス感染
症対策に関する事業

２

活力と魅力あるまちづく
りに関する事業

３

安心で安全なまちづくり
に関する事業

６

教育及び文化の振興
に関する事業

５

保健福祉及び子育て支援
の充実に関する事業

４

地域産業の振興
に関する事業

９

長沼町におまかせ

８

認定特定非営利活動法人の主
体的な地域づくりを支援する

事業（しっぽの会）

７

タンチョウも住めるまち
づくりに関する事業
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主な活用事業の紹介

子育て援助活動支援事業

子どもの預かり援助の希望者と支援者による
相互援助活動のサポートに利用されます。

活力と魅力あるまちづくり

タンチョウも住めるまちづくり推進事業

子どもの預かり援助の希望者と支援者による
相互援助活動のサポートに利用されます。

タンチョウも住めるまちづくり

タンチョウ住めるまちづくりに向け、住民、
関係機関等の連携強化、情報発信等に利用さ
れます。

子どもの預かり援助の希望者と支援者による
相互援助活動のサポートに利用されます。

認定NPO法人への支援
認定特定非営利法人の主体的な
地域づくりを支援する事業

特定非営利活動法人ＨＯＫＫＡＩＤＯしっぽの会の
主体的な地域づくりを支援するために活用して
います。具体的には保護された動物たちの医療
費、飼育費、安全に過ごすことのできる環境の整
備費などに使われています。

活用金額
１，０００，０００円

活用金額
２００，０００円

活用金額
７，８８２，０００円

令和２年度実績
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【提供】ながぬま温泉 TEL：0123-88-2408
【容量】かねひろジンギスカン(ロース・500g)×1長沼成吉思汗(ロース・500g)×1

JAながぬまマオイロース(500g)×1

長沼ジンギスカン３種食べ比べセット

申込番号 AＨ001-NT
交換
ポイント 10,000

【提供】株式会社かねひろ TEL：0123-88-2628
【容量】ロース 500g 1袋 マトン 500g 1袋 特上ラム 500g 1袋

創業当時から変わらぬ品
質と味を守り続ける老舗店。
秘伝のタレは醤油ベースで
保存料や防腐剤を一切使
わず品質徹底管理。
秘伝のタレが羊肉をさらに
引き立てます。

かねひろｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ ﾛｰｽ・ﾏﾄﾝ・特上ﾗﾑ（各500g）

冷凍
通 年

申込番号 BG001-NT
交換
ポイント 12,000

各店の秘伝のタレはもちろん、
羊肉の食べごたえやこだわり
を食べ比べてください。
食べ方、楽しみ方は十人十色。
総量1.5kgでお届けします！！

冷凍
通 年

申込番号 BE007-NT
交換
ポイント 8,000

冷凍
通 年

申込番号 BE008-NT
交換
ポイント 8,000

【提供】マオイ青果 TEL：0123-22-2480
【容量】長沼ロースジンギスカン（500ｇ×3）

親になったばかりの羊の肉で、
脂身は少なく柔らかく、１頭か
ら3～4kｇしか取れない希少
部位で、秘伝のたれで味付け
し、とてもジューシーで肉厚な
仕上りになっております。ぜひ
お召し上がりください。

長沼ロースジンギスカン１．５㎏（500ｇ×3）

【提供】マオイ青果 TEL：0123-22-2480
【容量】長沼ロースジンギスカン500ｇ マトン500ｇ 各１パック

親になったばかりの羊の肉
で、脂身は少なく柔らかく、
１頭から3～4kｇしか取れな
い希少部位と厳選された特
上マトン（親羊）を秘伝のた
れで味付けしました。ぜひ
お召し上がりください。

長沼ジンギスカン食べ比べセット！ロース500ｇ・マトン500ｇ①

【提供】マオイ青果 TEL：0123-22-2480
【容量】長沼ロースジンギスカン500ｇ・ラム500ｇ 各１パック

親になったばかりの羊の肉で、脂身は少なく柔らかく、
１頭から3～4kｇしか取れない希少部位と厳選された
柔らかい子羊の上肉を秘伝のたれで味付けしました。
ぜひお召し上がりください。

長沼ジンギスカン食べ比べセット！ロース500ｇ・ラム500ｇ②

【提供】マオイ青果 TEL：0123-22-2480
【容量】長沼ジンギスカンマトン500ｇ・ラム500ｇ 各１パック

長沼ジンギスカン食べ比べセット！マトン500ｇ・ラム500ｇ③

申込番号 BE001-NT
交換
ポイント 10,000

冷凍
通 年

申込番号 BE003-NT
交換
ポイント 8,000

冷凍
通 年

お肉
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【提供】マオイ青果 TEL0123-22-2480
【容量】長沼ジンギスカン・ロース500ｇマトン500ｇ・ラム500ｇ 各１パック

親になったばかりの羊の肉で、脂身は少なく柔らかく、
１頭から3～4kｇしか取れない希少部位と厳選された柔
らかい子羊の上肉と、特上マトン（親羊）を秘伝のたれ
で味付けしました。ぜひお召し上がりください。

長沼ジンギスカン・ロース500ｇマトン500ｇ・ラム500ｇ 各１パック

【提供】マオイ青果 TEL0123-22-2480
【容量】長沼ジンギスカン（マトン）500g×3パック

長沼ジンギスカン（マトン）500g×3パック

申込番号 BE009-NT
交換
ポイント 10,000

冷凍
通 年

申込番号 BE010-NT
交換
ポイント 10,000

【提供】マオイ青果 TEL：0123-22-2480
【容量】豚丼150ｇ×4パック

北海道産の厳選した豚肉を厚めにカットしてうまみ成分が
たっぷり入った北海道日高昆布を使い甘辛の『長沼成吉
思汗』オリジナル豚丼のたれにからませた北海道ならで
はの逸品です。

なまらうまいっしょ！ハーフセット・日高昆布使用豚丼150ｇ×4パック

【提供】マオイ青果 TEL：0123-22-2480
【容量】豚丼150ｇ×８パック

なまらうまいっしょ！日高昆布使用豚丼150ｇ×８パック

申込番号 BE006-NT
交換
ポイント 5,000

冷凍
通 年

申込番号 BE004-NT
交換
ポイント 10,000

【提供】マオイ青果 TEL：0123-22-2480
【容量】塩味300ｇ×２パック、味噌味300ｇ×２パック、塩ガーリック300ｇ×２パック

塩味はかつおと利尻昆布を
使用しさっぱりと和風味が決
め手！味噌は風味を生かした
伝統の味付けです。塩ガー
リックは塩味と同じ和風だし
にガーリックのコクと旨味を
プラスしました。

ホルモン大好き！食べ比べセット！塩・味噌・塩ガーリック

申込番号 BE005-NT
交換
ポイント 10,000

冷凍
通 年

【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛 厚切サーロインステーキ：400g×1枚

馬追和牛 厚切サーロインステーキ（400g）
【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛 厚切サーロインステーキ：400g×2枚

馬追和牛 厚切サーロインステーキ（400g×2枚）

申込番号 AD007-NT
交換
ポイント 30,000

冷凍
通 年

◆◆馬追和牛とは◆◆
北海道馬追生まれ、馬追育ちの馬追和牛。
「ゆりかごから口元まで」をテーマに「牛と人を想う」、最上級に美味しい、安心・
安全な和牛です。豪快に厚切りにしました。最高の贅沢をお楽しみください。
安心安全の根拠となる外部評価基準「農場ＨＡＣＣＰ」と「ＪＧＡＰ認証」を取得し
ております。

申込番号 AD011－NT
交換
ポイント 50,000
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【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛 サーロインステーキ：200g×2枚

◆◆馬追和牛とは◆◆
北海道馬追生まれ、馬追育ちの馬追和牛。
「ゆりかごから口元まで」をテーマに「牛と人を想う」、最上級に美味しい、安
心・安全な和牛です。1パックに1枚約200ｇ程度のステーキカットが2枚入りで
す。大切な人と素敵な食卓を彩ってください。
安心安全の根拠となる外部評価基準「農場ＨＡＣＣＰ」と「ＪＧＡＰ認証」を取得
しております。

馬追和牛 サーロインステーキ（200g×2枚）

【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛 サーロインステーキ：200g×4枚

馬追和牛 サーロインステーキ（200g×4枚）

申込番号 AD008-NT
交換
ポイント 30,000

冷凍
通 年

申込番号 AD012－NT
交換
ポイント 50,000

【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛 リブロースすき焼き：400gパック×1

◆◆馬追和牛とは◆◆
北海道馬追生まれ、馬追育ちの馬追和牛。
「ゆりかごから口元まで」をテーマに「牛と人を想う」、最上級に美味しい、安心・
安全な和牛です。旨味が強い部位リブロースです。肉の盤面が大きい部位なの
ですき焼き用にスライスしました。最高の霜降り和牛で贅沢なごちそうすき焼きを
お楽しみください。安心安全の根拠となる外部評価基準「農場ＨＡＣＣＰ」と「ＪＧ
ＡＰ認証」を取得しております。

馬追和牛 リブロースすき焼き（400g）

【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛 リブロースすき焼き：400gパック×2

馬追和牛 リブロースすき焼き（400g×2）

【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛 肩ロースすき焼き：400gパック×1

◆◆馬追和牛とは◆◆
北海道馬追生まれ、馬追育ちの馬追和牛。
「ゆりかごから口元まで」をテーマに「牛と人を想う」、最上級に美味しい、安心・
安全な和牛です。赤身とサシのバランスの良い部位カタロースです。とろける霜
降りと程よい歯ざわりで肉の美味さを存分にお楽しみください。
安心安全の根拠となる外部評価基準「農場ＨＡＣＣＰ」と「ＪＧＡＰ認証」を取得し
ております。

馬追和牛 肩ロースすき焼き（400g）

【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛 肩ロースすき焼き：400gパック×2

馬追和牛 肩ロースすき焼き（400g×2）

【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ：200g×2枚 ﾘﾌﾞﾛｰｽすき焼き：400gﾊﾟｯｸ×1

美味しいものに目が
なくて、せっかくだか
らサーロインステーキ
もリブロースすき焼き
もどちらも食べたい
方へ。

馬追和牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ（200g×2枚）＆ﾘﾌﾞﾛｰｽすき焼き
セット（400gﾊﾟｯｸ）

【提供】有限会社 長沼ファーム TEL：011-398-7629
【容量】馬追和牛 肩ロースすき焼き：400gパック×4

赤身とサシのバランスの良
い部位カタロースです。とろ
ける霜降りと程よい歯ざわ
りで肉の美味さを存分にお
楽しみください。大人数で
楽しめる400ｇ×4パック入り
の豪快盛りでお届けします。

馬追和牛 豪快盛り肩ロースすき焼きセット（400gパック×4）

申込番号 AD009-NT
交換
ポイント 30,000

冷凍
通 年

申込番号 AD013－NT
交換
ポイント 50,000

申込番号 AD010-NT
交換
ポイント 15,000

冷凍
通 年

申込番号 AD014－NT
交換
ポイント 30,000

申込番号 AD015-NT
交換
ポイント 50,000

冷凍
通 年

申込番号 AD016-NT
交換
ポイント 50,000

冷凍
通 年



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

お米

申込番号 AA021-NT
交換
ポイント 10,000

常温
通 年

交換
ポイント 19,000

申込番号 AG005-NT
交換
ポイント 7,000

通 年

申込番号 AG004－NT
交換
ポイント 13,000

申込番号 AA022-NT
交換
ポイント 10,000

通 年

申込番号 AA026-NT
交換
ポイント 12,000

通 年

【提供】株式会社ディーエイチシー TEL：03-6891-8701
【容量】極旨（ごくうま）発芽米1kg×5袋

軽くすすぐだけで白米同様に炊ける
手軽さで、白米以上の栄養価です。
健康のために積極的に摂りたい栄
養を手軽に補い、
ふっくらもちもちとしたおいしい炊き
上がりで、発芽パワーをお楽しみい
ただけます。

DHC極旨（ごくうま）発芽米 5kgセット
【提供】株式会社ディーエイチシー TEL：03-6891-8701
【容量】発芽胚芽米1kg×5袋

発芽のパワーに加え、白米の美
味しさをめざしました。玄米をわ
ずかに発芽させ、ぬか部分のみ
を六分ほど丁寧に削ることで、胚
芽の栄養成分をそのままに、白米
のように白くふんわりとした炊き
あがりと味わいを実現しています。

DHC発芽胚芽米 5kgセット

【提供】株式会社ディーエイチシー TEL：03-6891-8701
【容量】発芽玄米1kg×5袋

DHCの発芽玄米は、国内産玄米（北海道産ななつぼし一等米）を100％使用して
おり、北海道のDHC夕張長沼工場で玄米の加工から封入まで一貫して生産して
います。
炊飯器で普通のお米に混ぜたり、そのままでも簡単に炊ける手軽さも魅力です。
健康・美容・ダイエットにおすすめの、香ばしさとほどよい噛み応えのおいしい発
芽玄米をお届けします。

DHC発芽玄米 5kgセット

【提供】株式会社ディーエイチシー TEL：03-6891-8701
【容量】発芽玄米1kg×10袋

DHC発芽玄米 10kgセット

常温

常温 常温

【提供】株式会社FAMO長沼 TEL：0123-88-2222
【容量】5kg

味と触感のバランスがよく、北海道で最も食べられている品種です。
粒が硬めで、たれやソースなどの味がしっかりと絡むので、寿司店などの
飲食店も多くこの品種を採用しています。

令和2年産ながぬま産ななつぼし5kg

【提供】株式会社FAMO長沼 TEL：0123-88-2222
【容量】10kg

令和2年産ながぬま産ななつぼし10kg

申込番号 AA041-NT



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AS030－NT
交換
ポイント 17,000

通 年

申込番号 AS031-NT
交換
ポイント 19,000

申込番号 AS032－NT
交換
ポイント 100,000

通 年

申込番号 AL037-NT
交換
ポイント 6,000

通 年

常温

常温

常温

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】1.5kg(1升）×2個

北海道を代表する2品種「ゆ
めぴりか」と「ななつぼし」の
1.5kg（1升）×2個入りです。
選りすぐりの厳選したお米を
使用しており、味はもちろん、
残留農薬検査もして安全性を
証明しております。

■厳選契約栽培米■令和2年産北海道長沼町
産「ゆめぴりか」「ななつぼし」各1.5kg

長期保存が可能なオリジナル真空
パックでお届けします。
化学肥料と農薬の使用を半分以下に
抑え、有機肥料をふんだんに施してす
くすく育てて採れた美味しいお米です。
特Aランクを受賞した北海道を代表す
る品種「ゆめぴりか」です。

【提供】有限会社ファームキトラ TEL：0123-76-7866
【容量】【頒布会】ゆめぴりか 白米5kg×12回

【定期発送】農家直送！減農薬米の定期便（令和2年産
ゆめぴりか 5kg×12回）

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】ゆめぴりか玄米 5kg

北海道長沼町の広大な大自然で育った特別栽培米（農薬
使用8割減 化学肥料5割減）で食の安全や環境保全に取り
組む農場に与えられる認証 JGAPを取得したお米です。
残留農薬検査 放射能検査 カドミウム検査を行い確実に
安全性を証明し皆様の食卓へお届けします。

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海
道産ゆめぴりか玄米 5kg

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】ゆめぴりか玄米 10ｋｇ

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海道
産ゆめぴりか玄米10kg

【提供】有限会社ファームキトラ TEL：0123-76-7866
【容量】ゆめぴりか 白米5kg×2

こちらは白米です。→

ゆめぴりか白米5kg×2

長期保存が可能なオリジナル真空パックでお届けします。
化学肥料と農薬の使用を半分以下に抑え、有機肥料をふんだ
んに施してすくすく育てて採れた美味しいお米です。
特Aランクを受賞した北海道を代表する品種「ゆめぴりか」です。

【提供】有限会社ファームキトラ TEL：0123-76-7866
【容量】ゆめぴりか玄米(特別栽培) 5kg×2袋

【減農薬で体に気を使った】令和2年産 ゆめぴりか玄米5kg×2

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】ゆめぴりか 5kg

北海道長沼町の広大な大自然で育った特別栽培米（農薬使用
8割減 化学肥料5割減）で食の安全や環境保全に取り組む農
場に与えられる認証JGAPを取得したお米です。

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海
道産ゆめぴりか 5kg

〈生産者〉北海道長沼町 天恵農場

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】ゆめぴりか 10kg

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海
道産ゆめぴりか 10kg

受付終了

←こちらは玄米です。

通 年 常温

申込番号 AL007-NT
交換
ポイント 10,000 申込番号 AL018-NT

交換
ポイント 20,000

こちらは１０ｋｇです。→←こちらは５ｋｇです。受付終了

通 年
常温

〈生産者〉北海道長沼町 天恵農場

申込番号 AL004-NT
交換
ポイント 10,000 申込番号 AL017－NT

交換
ポイント 20,000

こちらは１０ｋｇです。→←こちらは５ｋｇです。
受付終了



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AL005-NT
交換
ポイント 10,000

通 年

申込番号 AL008-NT
交換
ポイント 10,000

申込番号 AL006-NT
交換
ポイント 10,000

通 年

申込番号 AL009-NT
交換
ポイント 10,000

常温

常温

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】ななつぼし玄米 5kg

北海道長沼町の広大な大自然で育った特別栽培米（農薬使用
8割減 化学肥料5割減）で食の安全や環境保全に取り組む農
場に与えられる認証 JGAPを取得した農場のお米です。

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海
道産ななつぼし玄米 5kg

〈生産者〉北海道長沼町 天恵農場

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】ななつぼし 5kg

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海
道産ななつぼし 5kg

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】おぼろづき ５ｋｇ

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北
海道産おぼろづき 5kg

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】おぼろづき玄米 ５ｋｇ

北海道長沼町の広大な大自然で育った特別栽培米（農薬使用
8割減 化学肥料5割減）で食の安全や環境保全に取り組む農
場に与えられる認証 JGAPを取得した農場のお米です。

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北
海道産おぼろづき玄米 5kg

こちらは白米です。→←こちらは玄米です。

こちらは白米です。→←こちらは玄米です。

北海道長沼町の広大な大自然で育った特別栽培米（農薬使用
8割減 化学肥料5割減）で食の安全や環境保全に取り組む農
場に与えられる認証 JGAPを取得したお米です。残留農薬検査
放射能検査 カドミウム検査を行い確実に安全性を証明し皆様
の食卓へお届けします。

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】5kg×12回 毎月定期配送

北海道長沼町の広大な大自然で育った特別栽培米（農薬使用
8割減 化学肥料5割減）で食の安全や環境保全に取り組む農
場に与えられる認証 JGAPを取得したお米です。残留農薬検査
放射能検査 カドミウム検査を行い確実に安全性を証明し皆様
の食卓へお届けします。

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海道産
ゆめぴりか玄米 5kg×12【定期配送】

〈生産者〉北海道長沼町 天恵農場

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】 10kg×12回 毎月定期配送

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海道産
ゆめぴりか玄米 10kg×12 【定期配送】

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海道産
ゆめぴりか 5kg×12【定期配送】

特別栽培米 JGAP認証農場 令和2年産北海道産
ゆめぴりか 10kg×12 【定期配送】

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】5kg×12回 毎月定期配送

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】 10kg×12回 毎月定期配送

〈生産者〉北海道長沼町 天恵農場

申込番号 AL030-NT
交換
ポイント 100,000

通 年

申込番号 AL032-NT
交換
ポイント 200,000

常温

こちらは１０ｋｇです。→←こちらは５ｋｇです。

申込番号 AL031-NT
交換
ポイント 100,000

通 年

申込番号 AL033-NT
交換
ポイント 200,000

常温

こちらは１０ｋｇです。→←こちらは５ｋｇです。

受付終了

受付終了



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AL016-NT
交換
ポイント 10,000

通 年

申込番号 AL036-NT
交換
ポイント 20,000

申込番号 AL034-NT
交換
ポイント 100,000

通 年

申込番号 AL035-NT
交換
ポイント 200,000

常温

常温

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】 5kg×12回 毎月定期配送

天皇陛下に献上する新嘗祭(にいなめさい) 献穀田として平成21
年度に北海道を代表して宮中に献上したお米です。また環境にや
さしく・安心・安全で美味しいお米を作るため有機物を使った土づ
くりと、化学肥料や農薬の使用を、できる限り減らした安心・安全
の証「Yes!clean」を取得しております。

皇室献上米 令和2年産
北海道産ゆめぴりか 5kg×12【定期配送】

生産者：北海道長沼町 桃野農場

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】 10kg×12回 毎月定期配送

皇室献上米 令和2年産
北海道産ゆめぴりか 10kg×12【定期配送】

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】 5kg

天皇陛下に献上する新嘗祭（にいなめさい）献穀田として平成21年度
に北海道を代表して宮中に献上したお米です。
また、環境にやさしく・安心・安全で美味しいお米を作るため、有機物を
使った土づくりと、化学肥料や農薬の使用を、できる限り減らした安心・
安全の証「Yes!clean」を取得しております。精米したてを発送致します。

皇室献上米 令和2年産北海道産ゆめぴりか5kg

生産者：北海道長沼町 桃野農場

【提供】有限会社カネセ桃野商店 TEL：0123-88-2645
【容量】 10kg

皇室献上米 令和2年産北海道産ゆめぴりか10kg受付終了

こちらは１０ｋｇです。→←こちらは５ｋｇです。

こちらは１０ｋｇです。→←こちらは５ｋｇです。
受付終了

粘り気が強く柔らかい
食感が特徴で、炊き上
がりに艶があるのが特
徴です。 冷めても美味
しいのでおにぎりやお
弁当との相性も良いお
米です。

ゆめぴりかの特徴

甘さ・硬さ・粘りも適度
でさっぱりめの食べ心
地なので、食卓でも特
に手巻き寿司やちらし
寿司などの酢飯として
もおいしいです。カレー
や丼物にも適していま
す。

ななつぼしの特徴

北海道米の中でも最も
粘り気の強い品種です。
ほのかな甘みと独特の
風味も特徴です。

おぼろづきの特徴



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

冷蔵
通 年

申込番号 BD003-NT
交換
ポイント 7,000

【提供】ファームモチツモタレツ TEL：090-9977-1168
【容量】有精卵30～160個入り（商品タイトルの個数に対応）

モチツモタレツの鶏さん達は、生まれたてのヒヨコから
近郊の新鮮で安全な素材を中心としたご飯でゆっくりと
健やかに育ちます。

安心安全で、そして何より「美味しい」北の大地北海道
の豊かな美しくも厳しい大自然の中で育った鶏さん達
の命の結晶、モチツモタレツの自然有精卵。

何はともあれ、一度ご賞味くださいませ。
これが、本当の卵です。

ファームモチツモタレツの平飼い有精卵（30個入）

ファームモチツモタレツの平飼い有精卵（40個入）

申込番号 BD002-NT
交換
ポイント 9,000

ファームモチツモタレツの平飼い有精卵（50個入）

申込番号 BD001-NT
交換
ポイント 11,000

ファームモチツモタレツの平飼い有精卵（60個入）

申込番号 BD005-NT
交換
ポイント 14,000

ファームモチツモタレツの平飼い有精卵（160個入）

申込番号 BD004-NT
交換
ポイント 32,000

生産者の髙井です。

丹精込めて育てた鶏
さんから生まれた美
味しい卵です！

※個数違いを用意
しております。

個数のお間違えの
無いようご注意く
ださい。

生産者の髙井です。

丹精込めて育てた鶏
さんから生まれた美
味しい卵です！

卵



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AS035-NT
交換
ポイント 5,000

常温～2021年
9月10日

申込番号 AE003-NT
交換
ポイント 5,000

～ 2022年
1月1日

申込番号 AS037-NT
交換
ポイント 7,000

申込番号 AE009-NT
交換
ポイント 5,000

～ 2021年
8月17日

申込番号 AE010-NT
交換
ポイント 7,000

常温

常温

【提供】有限会社ファームキトラ TEL：0123-76-7866
【容量】とうもろこし：10本入

◆2021年09月1日～発送開始◆

品種は甘みが強く、粒皮がやわ
らかな【恵味ゴールド】です。
農場から直接お届けします。

【2021年夏発送】【農家直送】もぎたてとうもろこし10本

【提供】合同会社マスケン TEL：0123-76-7431
【容量】ゴールドラッシュ：7本

◆2021年8月中旬より発送◆
長沼は、お米をはじめとしたスタンダードな農作物から、
白ナス・黒トマトなど珍しい野菜や果物を作っている地域としても有名です。
そんな長沼で収穫された絶品のとうもろこし
粒が黄色のコーン「ゴールドラッシュ」のセットです。

【2021年8月中旬より発送】とうもろこし（ゴールドラッシュ）7本セット とうもろこし10本セット

こちらは１０本セットです。↓こちらは７本セットです。↓

【提供】合同会社マスケン TEL：0123-76-7431
【容量】ゴールドラッシュ：10本

【提供】合同会社マスケン TEL：0123-76-7431
【容量】玉ねぎL大サイズ10kg（35玉前後）

長沼のたまねぎ生産者は「エコ
ファーマー」と「YES! clean」の認
定を受けており、堆肥の施肥、化学
農薬を低減した環境にやさしく、か
つ安全で美味しい栽培に取り組ん
でいます。

2021年10月上旬より発送【環境に優しくおいしい！！】
北海道長沼産玉ねぎＬ大サイズ10kg

【提供】有限会社ファームキトラ TEL：0123-76-7866
【容量】札幌黄 MLサイズ込10kg

◆2021年10月25日～発送開始◆
栽培が難しい等の理由から栽培量
が少なくなり、現在では「幻の玉
葱」と呼ばれています。
果肉が柔らかく、加熱調理すること
により高い甘味と多汁が特徴です。

【幻の玉ねぎ】札幌黄10kg

～ 2021年
12月20日

常温

野菜



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AE018-NT
交換
ポイント 20,000

通 年

申込番号 AY002-NT
交換
ポイント 10,000

通 年

常温

常温

【提供】合同会社マスケン TEL：0123-76-7431
【容量】Ｌ～３Ｌサイズ混み ５kg（５本前後） ７.５ｋｇ（８本前後） １０ｋｇ（１０本前後）

長沼で収穫された『長いも』Ｌサイズから３Ｌサイズまで混み５kgです。
越冬して甘み増し増しです。
すりおろして『とろろ』、短冊切りやサイコロ切りで『サラダ』や『酢の
物』、厚めの輪切りで『ステーキ』に！
ぜひご賞味ください！

【粘る粘る】長いも Ｌ～３Ｌサイズ混み ５ｋｇ

7.5kg

10kg

申込番号 AE017-NT
交換
ポイント 15,000

申込番号 AE016-NT
交換
ポイント 10,000

【提供】Mamezo TEL：0123-76-7431
【容量】900g紙袋×2 900g紙袋×5 900g紙袋×10

あまり知られていませんが、長沼町は全国トップクラスの作付面積、
収穫量を誇る国内屈指の大豆の産地です。
そんな長沼自慢の大豆『トヨムスメ』です。
糖分が高くて甘く、煮豆や総菜に最適です。
長沼の豊かな土壌で育った大豆をぜひご賞味ください。

大豆（トヨムスメ）900g×2袋

900g
×5袋

900g
×10袋

申込番号 AY007-NT
交換
ポイント 20,000

通 年

常温

申込番号 AY006-NT
交換
ポイント 10,000

申込番号 AY005-NT
交換
ポイント 5,000

【提供】Mamezo TEL：0123-76-7431
【容量】黒大豆（いわいくろ） 1kg紙袋×2

とても大きな粒が目を引く黒大豆は、
甘みの強さともっちりとした食感が
特徴。
煮崩れしにくく煮豆にぴったりの黒
大豆です。
長沼の豊かな土壌で育った大豆を
ぜひご賞味ください。

黒大豆（いわいくろ）1kg×2袋

【提供】マオイフーズ TEL：0123-76-9247
【容量】黒にんにく 150g

ウイルスに負けない体力をつける
ために、免疫力向上の期待できる
黒にんにくを活用してください。
北海道長沼町の自然の力を十分
に吸収した「にんにく」を使用して
います。

北海道長沼産 熟成！黒にんにく（150g）

申込番号 BB001-NT
交換
ポイント 7,000

通 年
常温

【提供】合同会社マスケン TEL：0123-76-7431
【容量】説明欄に記載

長沼町では北海道で採れる野菜のほぼ全種類が栽培されています。
そんな長沼町で採れる北海道を代表する野菜の詰め合わせです。
【セット内容】
・たまねぎ5kg ・メークイン（土付き）5kg ・にんじん（土付き）3kg
・にんにくLサイズ2玉又はMサイズ3玉 ・かぼちゃ1玉（2kg相当）

【2021年10月上旬より発送】北海道長沼町 秋の味覚セット

申込番号 AE022-NT
交換
ポイント 10,000

～2021年
9月30日

常温



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

交換
ポイント 10,000

【提供】株式会社 長沼あいす TEL：0123-82-5533
【容量】朝しぼりミルク、ゴールデンバニラ：各2個 夕張メロン、オホーツクの塩、十勝あずき、クリームチーズ、抹茶、チョコレート：各1個

・口に入れた瞬間に練乳のやさしい甘さと素材の味が広がり、べたつかず後味あっさり
の仕上がりが大人気のカップアイスです。

・北海道の大自然でのびのび育った牛から採れた新鮮な生乳を使った王道の「朝しぼ
りミルク」をはじめ、夕張メロンの果肉と果汁を贅沢に使用した「夕張メロン」、オホーツ
クの海水から作った天然塩を使用した「オホーツクの塩」のほか、最高品質のバニラ
エッセンスと卵本来のコクのある旨みが楽しめる「ゴールデンバニラ」や十勝産100％の
ふじむらさき小豆を使った「十勝あずき」など様々なフレーバーをお楽しみいただけます。

【リニューアル】あいすの家 アイスクリーム8種セット（100ml×10個） 申込番号 AＢ017-NT
交換
ポイント 12,000

冷凍
通 年

申込
番号 AＢ007-NT

【提供】株式会社 長沼あいす TEL：0123-82-5533
【容量】4000ml（容器サイズ：270×170×155（ｍｍ））

北海道産生乳100％使用。
高品質のバニラフレーバー
を使用。牛乳そのものの風
味が楽しめるアイスクリー
ムです。

長沼ジェラート
（バニラ）

アイスクリーム各種4000mlの大容量でお届け！

卵黄を使用することにより
アイスクリームのコクを引
き立てたアイスクリームに
仕上げました。

長沼ジェラート
（ゴールデンバニラ）

オーストラリア産のクリーム
チーズを使用したアイスク
リーム。チーズの風味が効
いた仕上げになってます。

長沼ジェラート
（クリームチーズ）

北海道の契約農家から直
接仕入れたハスカップ果肉
を使用したアイスクリーム。
ヨーグルトの風味を加え、
爽やかな酸味が特徴です。

長沼ジェラート
（ハスカップヨーグル）

人気のチョコレートはカカ
オマスを添加することによ
り少し苦みの効いたアイス
クリームになっています。

長沼ジェラート
（チョコレート）

抹茶の風味が豊かな味わ
い深いアイスクリームに仕
上げております。

長沼ジェラート
（抹茶）

北海道産生乳100％使用。オ
ホーツク海の海水より作った天
然塩を使用。
ミネラルが豊富で塩がミルクの
風味をより一層引き立てている

アイスクリームです。

長沼ジェラート
（オホーツクの塩）

十勝あずきを100％使用し
たアイスクリーム。蜜漬けさ
れたあずきをふんだんに使
用した商品です。

長沼ジェラート
（あずき）

夕張農協から供給された夕
張メロン果汁、果肉を贅沢に
使用したアイスクリーム。
※画像はイメージです。（左：ハス
カップ、右：抹茶、下：夕張メロン）

長沼ジェラート
（夕張メロン）

ミルクの風味が豊かで、濃厚で
なめらかに仕上げております。
あいすの家のアイスクリームの
ほとんどがこのミルクアイスを
ベースに作っております。言わ
ば、これが原点の味になります。

長沼ジェラート
（フレッシュクリーム）

申込
番号 AＢ008-NT

申込
番号 AＢ009-NT

申込
番号 AＢ010-NT

申込
番号 AＢ011-NT

申込
番号 AＢ012-NT

申込
番号 AＢ013-NT

申込
番号 AＢ014-NT

申込
番号 AＢ015-NT

申込
番号 AＢ016-NT

冷凍
通 年

【提供】株式会社 長沼あいす TEL：0123-82-5533
【容量】アイスキャンディー90ml×12本（白桃・グレープフルーツ・マンゴー各2本、いちご・オレンジ各3本）

カラフルでポップ。だけど無着色。いちごや
マンゴー、桃などの果実がまるごとギュギュ
ギュ～っと詰まった昔風の懐かしいアイス
キャンディー。春夏秋冬問わず愛されるアイ
スキャンディー12本をセットでお届けします。

あいすの家 フルーツポップス詰合せ

申込番号 AB006-NT
交換
ポイント 16,000

冷凍
通 年

アイス



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AＮ001-NT
交換
ポイント 12,000

申込番号 AＱ001-NT
交換
ポイント 10,000 申込番号 AＱ002-NT

交換
ポイント 15,000

申込番号 AＫ004-NT
交換
ポイント 10,000

申込番号 AＫ005-NT
交換
ポイント 10,000

【提供】ポモドーロ TEL：011-387-0155
【容量】フローズンとまとゼリー1箱（50g×10本）横280mm×縦235mm×高さ30mm 総重量600g

長沼産のトマトを皮も種も丸ごと
全部使い、防腐剤等を使わず食
感にこだわった、とても濃厚なフ
ローズントマトゼリーです。
凍ったままサクサク、半解凍でサ
クモチ、溶かしてモチモチと上質
な葛餅のような食感になります。

ながぬまフローズンとまとゼリー

冷凍
通 年

申込番号 AＫ001-NT
交換
ポイント 5,000

【提供】菓子匠 森下松風庵 TEL：0123-88-0051
【容量】あかねいろマドレーヌ：2個 長沼めーくぃん：3個

石狩大平野(チーズクリーム味)：2個 石狩大平野(ブルーベリー味)：2個

人気の手作りブッセ『石狩大
平野』と、新製品りんごのマド
レーヌ『あかねいろ マドレー
ヌ』そして、ロングランの人気
商品長沼のじゃがいもを使用
した『長沼めーくぃん』の味自
慢!の詰め合わせです。

こだわりの長沼銘菓詰め合わせ

冷蔵
通 年

【提供】菓子匠 森下松風庵 TEL：0123-88-0051
【容量】長沼かりんとう饅頭22本

「第7回栗山監督杯争奪うまい
もんＧＰ」にて見事グランプリ
を受賞したお菓子です。
北海道長沼産の小豆で作った
こしあんと、沖縄波照間産の黒
糖を使用した饅頭のコラボ
レーションで、幅広い方におい
しくお召し上がりいただけます。

【おいしい食感】長沼かりんとう饅頭22本

冷凍
通 年

【提供】菓子匠 森下松風庵 TEL：0123-88-0051
【容量】あかねいろマドレーヌ14個

バターの香りひろがる生地に、
りんごを入れて焼き上げました。
長沼のあかね色空のようにこ
ころがフワッと温まる、優しい味
わいです。
※賞味期限が短いため、到着後お
早めにお召し上がりください。

【バターの香りひろがる】あかねいろマドレーヌ14個

冷蔵
通 年

【提供】ファームレストランハーベスト TEL：0123-89-2822
【容量】アップルパイ（1辺が約12cmの三角形）8個入り

北海道長沼町で5代続くりんご農家の手作りアップルパイです。
旬のりんごをたき、良質な北海道の発酵バターと北海道産小麦で
作ったパイ生地で包みました。
アップルパイを焼いている間は部屋中がバターの香りに包まれ、
「しあわせな時間」を過ごせます。

【ハーベストの名産品】幸せのアップルパイ8個セット

【提供】ファームレストランハーベスト TEL：0123-89-2822
【容量】アップルパイ（1辺が約12cmの三角形）10個入り ギフト箱（ミニりんご箱付き）

【ﾊｰﾍﾞｽﾄの名産品】幸せのｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ10個セット（ｷﾞﾌﾄ箱付き）

冷凍
通 年

お菓子



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AＡ032-NT
交換
ポイント 18,000

常温

交換
ポイント 13,000

申込番号 AE021-NT
交換
ポイント 10,000

通 年

申込番号 AＱ003-NT
交換
ポイント 10,000

申込番号 AS036-NT
交換
ポイント 10,000

通 年

申込番号 AE019-NT
交換
ポイント 10,000

常温

常温

【提供】株式会社ディーエイチシー TEL：03-6891-8701
【容量】純粋生プラセンタ600粒（30～120日分）×1個

通常の加熱処理では失われてしま
う有用成分を、安全性を確立した
DHC独自の製法で、豊富に閉じ込め
ています。必須アミノ酸をはじめ多く
の有用成分を含んでいます。

DHC純粋生プラセンタ

通 年

申込番号 BH001-NT

【提供】株式会社ルイール TEL：011-642-6502
【容量】１パック25g （1日３〜5粒をお召し上がりいただき1ヶ月半ほどの容量）

「カムイの宝珠」はハスカップ
の良さをそのままに、極力「何
もしない（加えない）親切」（フ
リーズドライ）を採用しました。
ご家庭でも扱いやすく保存も
しやすいと好評です。

カムイの宝珠（北海道産ハスカップフリーズドライ）

常温
通 年

【提供】有限会社ファームキトラ TEL：0123-76-7866
【容量】冷凍ブルーベリー400g×2

◆2021年08月18日～発送開始◆
無農薬で育て、選別後新鮮なうち
に冷凍しました。
品種は風味品質が極上で大粒の
「ブルーレイ」です。
農場から直接お届けします。

【農家直送！用途色々】冷凍完熟ブルーベリー800g

冷凍
通 年

【提供】合同会社マスケン TEL：0123-76-7431
【容量】瓶詰 内容量115g×3本

★『ブルーベリーと赤ワインとシナ
モン』のジャム

★『ハスカップとラム酒』のジャム
★『カリンズのジェリー』のジャム
各1本の3本セットです。
おいしくするためのアイデアと愛情
がいっぱいの『ＨＩＲＯＫＡ ＪＡＭ』
をぜひご賞味ください！

『HIROKA JAM』ジャム（3本セット）

【提供】合同会社マスケン TEL：0123-76-7431
【容量】180ml 9本

北海道長沼町産トマト１００％！
『無着色・無添加・無塩』
町ではタンチョウも人もその他の
生き物も心地よく暮らせるよう「タ
ンチョウも住めるまちづくり」に取
り組んでいます。そんな取り組み
の中から生まれた特別ラベルです。

長沼町産トマトジュース『タンチョウのごほうび』180ml9本セット

【提供】ファームレストランハーベスト TEL：0123-89-2822
【容量】つがる1000ml×1本 紅玉ブレンド1000ml×1本 ミックス1000ml×1本

北海道長沼町で5代続くりんご
農家の100％リンゴジュースです。
リンゴジュース専用に栽培した完
熟りんごを品種ごとに旬を見極
め、搾汁しています。

【長沼町のりんご100％使用】仲野農園のりん
ごジュース1000ml×3本セット

通 年
常温

加工品・果物



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AM003 -NT
交換
ポイント 50,000

通 年

申込番号 AＭ004-NT
交換
ポイント 100,000

申込番号 AＢ004-NT
交換
ポイント 16,000

常温

【提供】マオイ自由の丘ワイナリー TEL：0123-88-3704
【容量】 1本（720ml）

ブドウ研究家、故岩松清四郎氏が開
発した山ブドウの希少品種「岩松」。
辛口で酸味が豊か。ハーブの風味に
勝れ、活気あるタンニンが刺激的。
野性的重量感を楽しむことができる。
原料は、マオイ丘陵の自家葡萄園産。

菜根荘ワイン 岩松 2015
【提供】マオイ自由の丘ワイナリー TEL：0123-88-3704
【容量】 1本（720ml）

菜根荘ワイン 岩松 2012 （木箱入り）

アルコール度数： 13.5%
甘さ：★★
酸味：★★★
ボディ：★★★★★

【提供】株式会社 長沼あいす TEL：0123-82-5533
【容量】スモークチキン160ｇ×1 超粗挽ウィンナーバジル140ｇ×1 行者ニンニク ウィンナー150ｇ×1 チーズ入ウィンナー120ｇ×1 カチョカバロ・チッコロ100ｇ×1 北のおいちーず50ｇ×1

モッツァレラ・ボッコンチーノ100ｇ×1 

ワインとよく合う一口サイズの小さなカチョカバロ、バジルやチーズ
風味のウィンナー、スモークチキンなど、北海道産の生乳で作りあげ
たワインにぴったりのチーズ3種と、新鮮な豚肉を炭火とさくらチップ
でじっくりと時間をかけて燻煙をかけた香り豊かな手作りのウィン
ナー・スモークチキンの詰め合わせです。

あいすの家 【ワインと一緒に】 チーズ＆ウィンナーMIXギフト

冷蔵
通 年

【提供】ながぬま温泉 TEL：0123-88-2408
【容量】一魂（ノーマル・甘口・もち・桃200ml 各1本、彗星プレミアム720ml 1本）

今回お礼の品として登場するのは阪農場が製造する一魂より、アルコール13度の辛
口で日本酒党におすすめのとろっと濃厚なノーマル、アルコール7度の低アルコール
でワイン党におすすめな程よい甘さが特徴の甘口、アルコール13度で焼酎党におす
すめのサラッとした飲み心地のもち（辛口）、アルコール5度でビール並みの軽口の
甘酸っぱい桃色どぶろくは「どぶろく研究大会」にて淡麗部門『最優秀賞』を受賞し
た逸品、アルコール13度でくせがなくまろやかな口当たりで精米65％使用している
彗星プレミアム。
度数も風味も違いは飲み比べたら分かりやすい。【利きどぶろく】してみませんか？

北海道初のどぶろく特区より丹精込めて 「どぶろく飲み比べセット」

〈生産者〉北海道長沼町 阪農場

申込番号 AＪ002-NT
交換
ポイント 12,000

冷蔵
通 年



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AZ001-NT
交換
ポイント 10,000

常温

交換
ポイント 15,000

申込番号 AZ003-NT
交換
ポイント 20,000

通 年

申込番号 AZ004-NT
交換
ポイント 30,000

常温

申込番号 AZ002-NT

【提供】丘の上珈琲 TEL：0123-88-0820
【容量】ドリップバッグ14パック（1パック10ｇ入り）

世界的にも希少性の高いガラパゴス産のコーヒーを便利なドリップ
バッグに詰めました。
また、ガラパゴス諸島は自然公園に認められており、
化学肥料や農薬が禁止されているので安心してお飲みいただけます。
北海道のちいさな焙煎所からお届けします。

ガラパゴスドリップバッグ14パック入り

【提供】丘の上珈琲 TEL：0123-88-0820
【容量】ドリップバッグ22パック（1パック10ｇ入り）

ガラパゴスドリップバッグ22パック入り

【提供】丘の上珈琲 TEL：0123-88-0820
【容量】オーガニック珈琲豆１缶200g入り×2缶

当店オリジナルのコーヒー保存缶と
2種類のオーガニックコーヒーを
セットにしました。
珈琲豆専用の保存缶なので、温度
や湿度に敏感なコーヒー豆の品質
管理も簡単です。

オーガニック珈琲豆200g2缶入り

【提供】丘の上珈琲 TEL：0123-88-0820
【容量】12種類の珈琲豆を100gずつ

スペシャルティーコーヒーを
はじめとする当店のコーヒー
12種類を詰め合わせました。
北海道のちいさな焙煎所か
らお届けします。

丘の上珈琲12品目詰合せ

通 年

通 年
常温

珈琲



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 BG002-NT
交換
ポイント 10,000 交換

ポイント 11,000

申込番号 AＦ001-NT
交換
ポイント 10,000

通 年

申込番号 AＦ001ＧＦＴ-NT
交換
ポイント 10,000

申込番号 AＪ004-NT
交換
ポイント 11,000

申込番号 AＪ005-NT
交換
ポイント 10,000

常温

申込番号 BG003-NT

【提供】ながぬま温泉 TEL：0123-88-2408
【容量】黒味噌 800g 米味噌 800g 三升漬け 150g ゆめぴりか 2kg

北海道の「女性・高齢者チャレ
ンジ活動表彰事業」の最優秀
賞を受賞された加工グループ
の品質・衛生面にもこだわり、
試行を重ねたどり着いた手作
りの味噌セット、広大な大地で
育った長沼産のゆめぴりかを
お届けします。

加工グループ「未楽瑠」手作り味噌&長沼産の米セット

【提供】ながぬま温泉 TEL：0123-88-2408
【容量】米味噌500g 黒豆味噌300g ゆめぴりか2kg ななつぼし2kg

長沼の豊かな土壌で育てた大
豆（自家栽培「大袖の舞」）と
米麹（自家栽培米）を使い、ミ
ネラル塩を加えて1年間熟成さ
せた無添加のこだわり味噌。
味噌セットと長沼産のゆめぴり
か、ななつぼしをお届けします。

加工グループ「手結び」手作り味噌&長沼産の米セット

【提供】ながぬま温泉 TEL：0123-88-2408
【容量】米味噌500g （手結び） 米味噌800g （未楽瑠） 三升漬け150g （未楽瑠）

海水自然塩粟国の塩を使った味噌400g （ゆめの郷）
ピリ辛味噌150g （ゆめの郷） にんにく味噌150g （ゆめの郷）

3つの加工グループがそれぞ
れ手作りしている味噌。通常の
味噌以外にもご飯のお供に
ぴったりな三升漬け・ピリ辛・
にんにく味噌もセットの大容
量！！

三種三様、手作り味噌セット

【提供】ながぬま温泉 TEL：0123-88-2408
【容量】海水自然塩粟国の塩を使った味噌 400g ゆめの郷 味噌 800g にんにく味噌 150g

ゆめぴりか 2kg

畑を守り家庭を守り家族を守
る農家のお母さんたち手作り
の味噌・おかず味噌、広大な
大地で育った長沼産のゆめぴ
りかをお届けします。
ぜひ炊き立てのゆめぴりかに3
種のおかず味噌を乗せてお召
し上がりください。

加工グループ「ゆめの郷」手作り味噌&長沼産の米セット

【提供】おだしの美味香 TEL：0123-76-9410
【容量】49g (7g×7袋入) × 5個セット

【ギフト用】鮭ぶし入りかつおふりだし (減塩・化学調味料不使用)

【提供】おだしの美味香 TEL：0123-76-9410
【容量】49g (7g×7袋入) × 5個セット

手火山造りの鮭ぶし、利尻昆布を含む、6種類の国産素材の合わせだしです。
離乳食に使いたいと言う若いお母さん達の要望から、従来品より48%減塩・
化学調味料不使用のおだしを作りました。
素材の旨味を活かした優しいお味で、塩分を気にされているなど、健康志向
の方にお勧めのおだしです。
普通に水加減した米2合に1袋、パックを破って中味を全部加えて炊く「おだ
しご飯」は好評です。
素材ごと使う『食べるだし』としてご利用いただけます。

鮭ぶし入りかつおふりだし (減塩・化学調味料不使用)

◆ギフト対応について◆
・包装してお届けいたします。
・包装紙はおまかせとなりま
す。
・複数のお礼の品をまとめ
て包装することはできません。
・メッセージカード・熨斗の
対応はしておりません。
・自治体によっては送り状内
に『ふるさと納税のお礼の
品』と明記される場合があ
りますので、
あらかじめご了承ください。
・贈り主は [寄附者] 様に
なります。

冷蔵
通 年

冷蔵
通 年

冷蔵
通 年

冷蔵
通 年

受付終了受付終了

調味料



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AＦ002-NT
交換
ポイント 10,000

通 年

申込番号 AＦ002ＧＦＴ-NT
交換
ポイント 10,000

申込番号 AＦ003-NT
交換
ポイント 20,000

通 年

申込番号 AＦ003ＧＦＴ-NT
交換
ポイント 20,000

申込番号 AＦ004-NT
交換
ポイント 20,000

通 年

申込番号 AＦ004ＧＦＴ-NT
交換
ポイント 20,000

常温

常温

常温

【提供】おだしの美味香 TEL：0123-76-9410
【容量】88g (8.8g×10袋入) × 6個セット

【ギフト用】鮭ぶし入りかつおふりだし

【提供】おだしの美味香 TEL：0123-76-9410
【容量】88g (8.8g×10袋入) × 6個セット

手火山造りの鮭ぶし、利尻昆布を含む、6種類の国産素材の合わせ
だしです。
下味を付けておりますので、味噌、醤油などはいつもより控えめにし
てください。
汁物、煮物、炒め物、なんにでもお使いいただくと旨味がグッと増す、
万能和風だしです。
普通に水加減した米3合に1袋、パックを破って中味を全部加えて炊
く「おだしご飯」は好評です。
素材ごと使う『食べるだし』としてご利用いただけます。

鮭ぶし入りかつおふりだし

◆ギフト対応について◆
・包装してお届けいたします。
・包装紙はおまかせとなります。
・複数のお礼の品をまとめて包
装することはできません。
・メッセージカード・熨斗の対応
はしておりません。
・自治体によっては送り状内に
『ふるさと納税のお礼の品』と
明記される場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
・贈り主は [寄附者] 様になり
ます。

【提供】おだしの美味香 TEL：0123-76-9410
【容量】鮭ぶし入かつおふりだし：182g（7g×26袋入）×1

鮭ぶし入かつおふりだし(減塩・化学調味料不使用)：49g（7g×7袋入）×3
野菜ブイヨン：120g（4g×30袋入）×1 野菜ブイヨン：32g（4g×8袋入）×1
小エビといりこのふりかけ：35g×1

【ギフト用】鮭ぶし入りかつおふりだし (減塩・化学調
味料不使用)と、野菜ブイヨンのセット

【提供】おだしの美味香 TEL：0123-76-9410
【容量】鮭ぶし入かつおふりだし：182g（7g×26袋入）×1

鮭ぶし入かつおふりだし(減塩・化学調味料不使用)：49g（7g×7袋入）×3
野菜ブイヨン：120g（4g×30袋入）×1 野菜ブイヨン：32g（4g×8袋入）×1
小エビといりこのふりかけ：35g×1

手火山造りの鮭ぶし、利尻昆布を含む、６種類の国産素材の合わせだしです。
素材の旨味を活かした優しいお味で、従来品より48%減塩・化学調味料不使
用の和風だしです。
離乳食や塩分控えめの健康志向の方にもお勧めです。
野菜ブイヨンは動物性原料・化学調味料不使用で、野菜スープはもちろん、
ラタトゥユやパスタのソースなど洋風の料理に大活躍します。
◆配達不可地域：沖縄県
上記地域への配達ができませんので、予めご了承頂きますようお願い申し
上げます。

鮭ぶし入りかつおふりだし (減塩・化学調味料
不使用)と、野菜ブイヨンのセット

◆ギフト対応について◆
・包装してお届けいたします。
・包装紙はおまかせとなります。
・複数のお礼の品をまとめて包
装することはできません。
・メッセージカード・熨斗の対応
はしておりません。
・自治体によっては送り状内に
『ふるさと納税のお礼の品』と
明記される場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
・贈り主は [寄附者] 様になり
ます。

【提供】おだしの美味香 TEL：0123-76-9410
【容量】鮭ぶし入かつおふりだし：440g(8.8g×50袋入)×1

鮭ぶし入かつおふりだし：88g(8.8g×10袋入)×4
野菜ブイヨン：120g(4g×30袋入)×1 小エビといりこのふりかけ：35g×1

【ギフト用】鮭ぶし入りかつおふりだしと、野菜ブイヨンのセット

【提供】おだしの美味香 TEL：0123-76-9410
【容量】鮭ぶし入かつおふりだし：440g(8.8g×50袋入)×1

鮭ぶし入かつおふりだし：88g(8.8g×10袋入)×4
野菜ブイヨン：120g(4g×30袋入)×1 小エビといりこのふりかけ：35g×1

手火山造りの鮭ぶし、利尻昆布を含む、６種類の国産素材の合わせだしで、
下味が付いた万能和風だしですので、味噌・醤油などはいつもより控えめで…。
汁物、煮物、炒め物、炊き込みご飯、寒い季節の鍋料理など、どんな料理にもお
使いいただけます。
野菜ブイヨンは動物性原料・化学調味料不使用で、野菜スープはもちろん、
ラタトゥユやパスタのソースなど洋風の料理に大活躍します。
おだし、野菜ブイヨン共に温かい料理だけでなく、
夏場は冷たく冷やして召し上がっていただいても美味しいです。
和・洋どちらの料理にもお使いいただける様、セットにしました。
オマケのふりかけは、化学調味料・酸化防止剤不使用でも
昔ながらの味がすると大人の方にも人気です。安心・安全をセットにしております。
◆配達不可地域：沖縄県
上記地域への配達ができませんので、予めご了承頂きますようお願い申し上げ
ます。

鮭ぶし入りかつおふりだしと、野菜ブイヨンのセット

◆ギフト対応について◆
・包装してお届けいたします。
・包装紙はおまかせとなります。
・複数のお礼の品をまとめて包
装することはできません。
・メッセージカード・熨斗の対応
はしておりません。
・自治体によっては送り状内に
『ふるさと納税のお礼の品』と
明記される場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
・贈り主は [寄附者] 様になり
ます。



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 ＢＡ001-NT
交換
ポイント 31,000

常温

交換
ポイント 36,000

申込番号 ＢＡ003-NT
交換
ポイント 24,000

通 年

申込番号 ＢＡ002-NT
交換
ポイント 24,000

通 年

常温

常温

申込番号 ＢＡ005-NT

【提供】家具工房もこと TEL：090-2697-4947
【容量】長径約160mm 短径約130mm 総高約50mm 重さ約170g 容量約520ml

ウォルナット材をだ円形に蒸し曲げした、いわゆる”まげわっぱ”。
丸みを帯びた優しい形で、女性の手にも扱いやすい小振りなサイズです。
また、ウレタン塗装を施しており洗剤で洗っていただけるため
永くきれいに使っていただけます（塗料は食品衛生法適合品）。
天然木のため一品ごとに木目・色合いが違うこと、
電子レンジ・オーブン・食洗機はご使用になれないことにご留意ください。

ウォルナットの曲木のお弁当箱（小）

【提供】家具工房もこと TEL：090-2697-4947
【容量】長径約310mm 短径約255mm 高さ約23mm 重さ約270g

ナラ材をだ円形に蒸し曲げしたシェーカー風のトレイです。
底板は変形やゆがみの少ないナラ突板合板を貼り合わせてはめ込
んであります。
また、ウレタン塗装をしておりますので洗剤で洗っていただけます。
天然木のため一品ごとに木目・風合いが異なること、
レンジ・オーブン・食洗機はご使用になれないことにご留意ください。

ナラの曲木のトレイ（だ円）

【提供】家具工房もこと TEL：090-2697-4947
【容量】長径約320mm 短径約235mm 高さ約23mm 重さ約270g

ウォルナット材を角丸形に蒸し曲げしたトレイです。
底板は変形やゆがみの少ないウォルナット突板合板を貼り合わせては
め込んであります。
またウレタン塗装をしておりますので洗剤で洗っていただけます。
天然木のため一品ごとに木目・風合いが異なること、
レンジ・オーブン・食洗機はご使用になれないことにご留意ください。

ウォルナットの曲木のトレイ（四角丸）

【提供】家具工房もこと TEL：090-2697-4947
【容量】長径：約180mm×短径約150mm×高さ約55mm 重さ：約210g 容量：約750ml

ウォルナットの曲木のお弁当箱（中）

通 年

工芸品



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 ＢＡ004-NT
交換
ポイント 24,000

通 年

申込番号 ＡＣ001-NT
交換
ポイント 27,000

通 年

申込番号 ＡＣ002-NT
交換
ポイント 117,000

通 年

申込番号 ＡＣ003-NT
交換
ポイント 140,000

通 年

常温

常温

常温

常温

【提供】ケンズ・ウッドワーキング TEL：090-2052-6704
【容量】サイズ：（大）長510mmx幅250x厚25mm （小）長340x 幅160x厚25ｍｍ

材 ：スプルース、ブラック・ウォルナット

刃のあたり具合の良いスプルース材を使いブラックウォルナット材でア
クセントを入れています。持ち手があるので使い勝手が良く大きいほう
はキッチンで普段使いに、小さいほうはテーブルでパンや果物などを
切ったりするのに重宝される事と思います。撥水を良くするため自然塗
料で仕上げてあります。

【持ち手があって便利】カッティングボード大小Set

【提供】ケンズ・ウッドワーキング TEL：090-2052-6704
【容量】サイズ：幅340mmx高400mmx奥行390mm

子供達が元気に飛び回っているイメージでデザインしました。北海道産の
ニレ無垢材を使って小さなお子さんでも手軽に持ち運べます。

※受注生産の為、納品まで１ケ月ほどかかりますのでご了承くださいませ。

【小さなお子様でも手軽に】子供椅子「JUMP」

【提供】ケンズ・ウッドワーキング TEL：090-2052-6704
【容量】サイズ：330Φx高420mm

急に椅子が必要になった時にこんなのが一つあるととてもお役に立てることと思
います。
座面の真ん中に穴が開いているので持ち運びもお手軽。脚部はイタヤカエデま
たはナラ、座面はいろいろな樹種を使ってパッチワークにしています。
着色せずに自然の風合いをお楽しみいただけます。
尚、それぞれ異なった樹種を使いますので色がそろわないことをご了承ください。
※受注生産の為、納品まで１ケ月ほどかかりますのでご了承くださいませ。

【使い勝手抜群】スツールType-5 パッチワークタイプ

【提供】家具工房もこと TEL：090-2697-4947
【容量】長径約310mm 短径約255mm 高さ約23mm 重さ約270g

ウォルナット材をだ円形に蒸し曲げしたシェーカー風のトレイです。
底板は変形やゆがみの少ないウォルナット突板合板を貼り合わせてはめ
込んであります。
製品はウレタン塗装をしておりますので、台所洗剤で洗っていただけます。
天然木のため一品ごとに木目や風合いが異なること、またレンジ・オーブ
ン・食洗機はご使用になれないことにご留意ください。

ウォルナットの曲木のトレイ（だ円）



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 ＢＣ001-NT
交換
ポイント 40,000

通 年

申込番号 ＢＣ002-NT
交換
ポイント 40,000

通 年

申込番号 ＢＣ003-NT
交換
ポイント 40,000

通 年

申込番号 ＢＣ004-NT
交換
ポイント 40,000

通 年

常温

常温

常温

常温

【提供】工房楓 TEL：090-6871-5650
【容量】・靴ベラロング（1.4cm×3.5cm×70cm） ・スタンド（11cm×12cm×14cm） ・携帯用靴ベラ（5cm×8cm×1cm）

本体：エンジュ（道産材） 寄せ木部分：１０種類程度の広葉樹を使用（制作ドットにより使用する木材、組合せが変わることがあります。 塗装：植物性オイル下地ウレタン仕上げ

エンジュ（槐）の木は「延寿」・「縁授」などの漢字で表すこともある木で、
古くから長寿・安産・魔よけ・厄除けなどの願いを込めて大切に使われてき
た縁起の良い木です。
カバンやポケットに入れて持ち歩けるミニサイズの靴ベラとセットにしました。
※製作の都合により、お届けまで最長1ヶ月程度お時間を頂くことがあります。
※使用する木の個体差により木目や色合いに違いが生じる可能性があります。

銘木靴ベラセット エンジュ（道産材）

【提供】工房楓 TEL：090-6871-5650
【容量】・靴ベラロング（1.4cm×3.5cm×70cm） ・スタンド（11cm×12cm×14cm） ・携帯用靴ベラ（5cm×8cm×1cm）

本体：ウォールナット（外国産） 寄せ木部分：１０種類程度の広葉樹を使用（制作ドットにより使用する木材、組合せが変わることがあります。 塗装：植物性オイル下地ウレタン仕上げ

ウォールナットは世界3大銘木の1つに称され、落ち着いた色合いと美しい木
目で人気の木です。
カバンやポケットに入れて持ち歩けるミニサイズの靴ベラとセットにしました。
※製作の都合により、お届けまで最長1ヶ月程度お時間を頂くことがあります。
※使用する木の個体差により木目や色合いに違いが生じる可能性があります。

銘木靴ベラセット ウォールナット（外国産）

【提供】工房楓 TEL：090-6871-5650
【容量】・靴ベラロング（1.4cm×3.5cm×70cm） ・スタンド（11cm×12cm×14cm） ・携帯用靴ベラ（5cm×8cm×1cm）

本体：ミズナラ（道産材） 寄せ木部分：１０種類程度の広葉樹を使用（制作ドットにより使用する木材、組合せが変わることがあります。 塗装：植物性オイル下地ウレタン仕上げ

冬の寒さが厳しく長い北海道産の木は、ゆっくりと時間をかけて身の締まっ
た堅い木に育つのが特徴です。
特にミズナラは北海道を代表するような良質な木に育ちます。
カバンやポケットに入れて持ち歩けるミニサイズの靴ベラとセットにしました。
※製作の都合により、お届けまで最長1ヶ月程度お時間を頂くことがあります。
※使用する木の個体差により木目や色合いに違いが生じる可能性があります。

銘木靴ベラセット ナラ（道産材）

【提供】工房楓 TEL：090-6871-5650
【容量】・靴ベラロング（1.4cm×3.5cm×70cm） ・スタンド（11cm×12cm×14cm） ・携帯用靴ベラ（5cm×8cm×1cm）

本体：イタヤカエデ（道産材） 寄せ木部分：１０種類程度の広葉樹を使用（制作ドットにより使用する木材、組合せが変わることがあります。 塗装：植物性オイル下地ウレタン仕上げ

家具や楽器（ピアノやバイオリンなど）に使われるカエデの木は重硬で割れ
づらく、薄紅色を帯びた大変美しい木です。
カバンやポケットに入れて持ち歩けるミニサイズの靴ベラとセットにしました。
※製作の都合により、お届けまで最長1ヶ月程度お時間を頂くことがあります。
※使用する木の個体差により木目や色合いに違いが生じる可能性があります。

銘木靴ベラセット カエデ（道産材）



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

申込番号 AＱ00４-NT
交換
ポイント 20,000

通 年

【提供】ファームレストランハーベスト TEL：0123-89-2822
【容量】レストラン「ハーベスト」夜のセットメニュー2名様分 アップルパイのお土産（5個）

【土曜日・日曜日のご利用限定】
畑の真ん中にあるログハウスのレストラン「ファームレストランハーベスト」
田舎の景色を楽しみながら、旬の野菜をふんだんに使用した夜のセットメニューをお召し上がりいただけます。
ハーベスト1番人気メニューのアップルパイのお土産付き。

※こちらの商品は、土日のご利用限定です。ご予約頂く際は、土曜日か日曜日でお願い致します。

【ご注文後の流れ】
①ご登録のご住所へ郵送にて、バウチャー（利用証明書）を送付させて頂きます。
②レストランのご予約をお願い致します。
③ご利用当日に、送付したバウチャーを利用券代わりとして使用し、サービスを受けて頂きます。

【ハーベストで優雅なひと時を】
レストラン「ハーベスト」夜のセットメニュー2名様分＋アップルパイのお土産付き（土日限定）

食事券



冊子テンプレート
A4 1P (210 mm×297 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

おわりに

長沼町の返礼品は以上となります。
いただいたご寄附は、より良い町の発展に使わせていただきます。
今後とも長沼町をよろしくお願いいたします。

※掲載している返礼品は全体の一部になります。
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長沼町政策推進課 ブランド戦略係

〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号

0123-76-8016
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2021年7月13日発行 ※掲載情報は令和3年7月時点の内容です。

令和３年度ふるさと納税返礼品パンフレット


