
注意事項
●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後１ヶ月程でのお届けを予定しております。（払込書でご入金いただいた場合、入金確認までに1〜2週
間かかります。） ●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。 ●お申込み後の「お礼の品」の変更は出来ませんので、ご了承ください。 ●返礼品到
着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、破損・不良品の場合は速やかに対応させていただきます。 ●季節品等はお届け情報をご確認
ください。 ●ご注文の状況によっては、一時的に品切れが発生する場合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合
がありますのでご了承ください。 ●メーカーの都合により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。 ●カタログ掲載品は印刷再現上、色
調が実物と異なる場合があります。 ●写真はすべてイメージです。小物類は返礼品に含まれません。

ふるさと納税
お礼の品カタログ

北海道 登別市

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税サイトか
らお申込み、またはカ
タログの別紙「申込
書」をお送りください。

ご指定いただいた入
金方法によりご入金を
お願いいたします。

「お礼の品」を選ぶ 「お礼の品」が届く

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

①所得税・住民税で控除
②住民税で控除（※3）

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

（※2）

※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。
紛失されないようご注意ください。「寄附金受領証明書」
は寄附申込者の氏名で発行します。寄附申込後の氏名
変更はできませんのでご注意ください。 

※2：確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税先団
体（自治体）に「申告特例申請書」を提出いただくことで、
確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。但し年
間5自治体以内に寄附をした方に限ります。

※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分につ
いて、個人住民税所得割の約2割を上限として税額控除
されます。詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確
認ください。

お礼の品コースの合計金額が寄附金額の範囲内であれば、複数の特典・コースを
最大10品まで組み合わせることができます。

（例）寄附金額 10,000円で…2,000円コース×5つ、5,000円コース×2つ、10,000円コース×1つ　など
　　 寄附金額 20,000円で…5,000円コース×4つ、10,000円コース×2つ、 20,000円コース×1つ　など
　　 寄附金額 50,000円で…30,000円コース×1つ + 10,000円コース×2つ　など
　　 寄附金額100,000円で…30,000円コース×1つ + 20,000円コース×1つ + 50,000円コース×1つ　など

※寄附は、年度内に何回でもご利用いただけます。

北海道 登別市

市民活動の
促進に関する事業

環境保全と景観の
形成に関する事業

安全安心な市民生活の
充実に関する事業

教育の充実と文化・スポーツの
振興に関する事業

観光をはじめとする
地域経済の振興に関する事業

市役所庁舎の新築、改築
又は大規模改修に関する事業

子育て支援と保健福祉の
充実に関する事業

寄附金に係る事業を
指定しない

ふるさと納税の使いみち 申込書の寄附金の使途を選択してください。

令和2年度発行　カタログコード5793

入金方法

納付書 指定金融機関（郵便局含む）、コンビニエンスストアで利用できる納付書を申込日から起算して１週間程度
でお届けします。取り扱いが可能な金融機関、コンビニエンスストアは納付書裏面に記載しております。 手数料無料

銀行振込 室蘭信用金庫（ムロランシンヨウキンコ）　幌別支店（ホロベツシテン）　口座番号：普通5059676　
口座名：登別市（ノボリベツシ）※寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。　

手数料は
ご負担ください

現金書留 〈送り先〉〒059-8701　北海道登別市中央町6丁目11番地　
　　　　登別市役所　総務部総務グループ　宛

郵送料は
ご負担ください

自治体窓口 登別市総務部総務グループ　窓口にてお支払いください。 ―

※その他の支払い方法については、ふるさと納税サイトよりお申込ください。

寄附の申込みに関する
お問合せ

お礼の品に関するお問合せ

登別市 総務部総務グループ TEL. 0143-85-1130（受付時間：9：00〜17：30）　FAX. 0143-85-1108　
 メールアドレス  furusato@city.noboribetsu.lg.jp（土・日・祝・12/29〜1/3休み）

ふるさと納税商品お問合せセンター　
TEL.0120-977-050（営業時間／9:30〜17:30　土・日・祝・12/29〜1/3休み）
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庭園風露天風呂と3種の泉質が人気のホテルです。

名湯を、加温・加水することなく、源泉から自然に湧
出された温泉を浴槽に供給しています。

●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件が記載された券1枚（施設パンフ
レット、周辺観光パンフレット付） ※和室と洋室ございますが、お部屋タイプのご
指定は承りかねます。 ※ご利用の際はご利用3日前までの事前予約が必要で
す。ただし、満室等によりご希望日にご利用いただけない場合がございます。予め
ご了承のほどお願い申し上げます。 ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間
の他、ホテルが定める特別日は利用できません。 ※有効期限：発行日より1年

10万7千円
以上

13万5千円
以上

27万4千円
以上

12万7千円
以上

10万円
以上

※有効期限はございません。※利用券は1枚で1名利用可能です。

1万5千円
以上

1万円
以上

11万7千円
以上

日帰り入浴券6枚つづりセット
●登別温泉株式会社 ●利用条件の記載された日帰り入浴券6枚 

日帰り入浴券12枚つづりセット
●登別温泉株式会社 ●利用条件の記載された日帰り入浴券12枚

日帰り入浴券24枚つづりセット
●登別温泉株式会社 ●利用条件の記載された日帰り入浴券24枚 

商品番号 5793-0042

ペア日帰り入浴券（夕食バイキング付）

ペア宿泊券（1泊朝食付）

ペア宿泊券（1泊2食付）

ペア宿泊券（客室露天風呂、1泊2食付）

祝いの宿 登別グランドホテル

ホテルゆもと登別 御やど清水屋

夢元さぎり湯 望楼NOGUCHI登別

花鐘亭はなや

商品番号 5793-0387

商品番号 5793-0388

商品番号 5793-0389

商品番号 5793-0390

6万7千円
以上

16万7千円
以上

商品番号 5793-0043

商品番号 5793-0044

5万7千円
以上

当館自慢のお風
呂は、効能・泉質
の異なる3種類の
源泉と1種類の
混合泉です。

7つの泉源と35
の湯船が自慢の
旅 館「 愛 妻 の
湯」滝本の日帰り
入浴券です。

ペア宿泊券（1泊2食/モダンタイプ）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件が記載されたペア
宿泊券1枚（施設パンフレット、周辺観光パンフレット付、ご夕食は
お部屋食で彩膳会席料理、ご朝食はバイキング形式） ※ご利用
の際はご利用3日前までの事前予約が必要です。 ※年末年始・
ゴールデンウィーク・お盆期間の他、ホテルが定める特別日は利用
できません。 ※有効期限：発行日より1年

ペア日帰り入浴券（2枚）
●株式会社 第一滝本館 ●利用条件の記載された日帰り入浴
券2枚組（大人2名様分） 

日帰り入浴券（1枚）
●株式会社 第一滝本館 ●利用条件の記載された日帰り入浴
券1枚（大人1名様分）

ペア1泊2食付「食事処蔵」プラン
●登別石水亭 ●利用条件の記載されたペア宿泊券1枚 ●宿泊予
約・お問い合わせ：予約センター連絡先：0143-84-2255 
※使用不可期間：特定日期間（お正月、GW、お盆）詳しくはお問い合わ
せセンターまでお知らせ下さい。 ※完全予約制となりますので、必ずご
宿泊の3日前までに予約をお願いします。 ※有効期限：発行日より1年

商品番号 5793-0391商品番号 5793-0498

商品番号 5793-0133

ペア宿泊券（1泊2食/和室）
商品番号 5793-0392

商品番号 5793-0497

ペア1泊2食「居酒屋風おばんざい桜房」プラン
商品番号 5793-0517

20万7千円
以上

ペア宿泊券（1泊2食）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件が記載されたペア
宿泊券１枚（施設パンフレット、周辺観光パンフレット付、ご夕食は
全13品からなる会席料理、ご朝食は全10品からなる和定食 ※夕・
朝食共にお部屋食） ※お部屋タイプは和室8畳（バストイレ付）と
なります。※お食事の内容は季節ごとに変更しております。 ※ご利
用の際はご利用3日前までの事前予約が必要です。 ※年末年始・
ゴールデンウィーク・お盆期間の他、ホテルが定める特別日は利用
できません。 ※有効期限：発行日より1年

特別和洋室ペア宿泊券1泊2食付
●有限会社花鐘（花鐘亭はなや） ●大人2人様ペア御宿泊券（一
泊二食付）御部屋食のプラン ●宿泊予約・お問い合わせ：0143-
84-2521 ※発行日から2年間有効 ※利用不可期間：祝前日、土
曜日、満室日 ※一日一組様限定 ※ご提供のお部屋は限られてお
りますので、空室状況は必ず事前にお問い合わせ下さい。

商品番号 5793-0393

商品番号 5793-0135

商品番号 5793-0502

1942年割烹
料亭として創業
以来変わらぬ
食へのこだわり
でお客様をお迎
えしております。

〈1日1組限定〉源泉かけ流しの白濁硫黄泉と料理長
自慢の料理が人気。

〈温泉展望風
呂付〉大人の
隠れ宿で非
日常空間をお
楽しみ下さい
ませ。

登
別

泉
温

JR登別駅から徒歩1
分にある新しいゲスト
ハウス「赤と青」。便利
と快適を求めたゲスト
ハウスの宿泊券です。

宿泊券 2名様プラン
●登別ゲストハウス赤と青 ●利用条件の記載された宿泊券×1枚 
●［登別ゲストハウス赤と青HP］ https://aka-ao.jp/ 
※有効期限：発行日より1年間 ※利用不可期間：満室日 ※完全
予約制となりますので、必ずご宿泊の3日前までに予約をお願いしま
す。 ※宿泊のみ、朝・夕食は付きません。

1泊2食付（2名様）
●株式会社 鈴木旅館 ●登別カルルス温泉 1泊2食付（2名様）
宿泊券、案内パンフレット ※ご利用の際は、ご利用3日前までの事
前予約が必要です。 ※有効期限は、発行日より1年間となります。
※使用不可期間：お盆、年末年始、連休の他、当館が定める特別
日 ※土曜、祝祭前日は、お一人様1，080円別途追加料金がかかり
ます。 ※10月11日からお一人様300円の暖房料金がかかりますの
で、予約時にご確認下さい。 ※ご宿泊券がお手元に届きましたら、こ
ちらまでご連絡下さい。0143-84-2285（08:00～20:00まで）

日帰り入浴券（11枚つづり）
●株式会社 鈴木旅館 ●登別カルルス温泉 日帰り入浴券（11枚
つづり）、案内パンフレット ※有効期限はございませんが、紛失時の
再発行はできませんので、あらかじめご了承願います。

商品番号 5793-0257

商品番号 5793-0358宿泊券 1名様プラン
商品番号 5793-0256

商品番号 5793-0357

登別温泉以外もご利用いただけます。
登別カルルス温泉 鈴木旅館

5万円
以上

2万円
以上

3万円
以上

1万5千円
以上

ゲストハウス赤と青

13万5千円
以上

3万円
以上

※不定休のため来館前に旅館ホームページなどで日程をご確認くださ
い。 ※日帰り入浴券の再発行、換金はできません。 ※紛失や盗難時
についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承願います。

「愛妻の湯」滝本

1万5千円
以上

8千円
以上

登別石水亭
こだわりの宿「登別
石水亭」。温泉はも
ちろんお食事にもこ
だわっています。2つ
のプランをご用意致
しました。

温泉展望風呂付 ペア1泊2食付
●望楼NOGUCHI登別 ●利用条件の記載されたペア宿泊券1枚 
●宿泊予約・お問い合わせ：予約センター連絡先：0143-84-3939 
※使用不可期間：特定日期間（年末年始、GW、お盆、満館日）詳しく
はお問い合わせセンターまでお知らせ下さい。 ※完全予約制となりま
すので、必ずご宿泊の3日前までに予約をお願いします。 ※有効期
限：発行日より1年

　北海道登別市は、北海道の南西部
に位置し、とても豊かな大自然と多種・
多量の温泉に恵まれ国内外から毎年
多くの観光客が訪れる日本有数の観
光 都 市です。当市は「 温 泉のデパー
ト」と呼ばれるほど豊富な種類の泉質
に恵まれた温泉や、北海道ならではの
大自然、独創的ないくつものテーマパー
クがあり、皆さまの日頃の疲れを吹き飛
ばす「癒しの地」です。
　また、温泉街は、登別温泉地獄谷か
ら連 想されうまれた鬼たちが、訪れた
皆様をあちらこちらで歓迎し、非日常的
な時間を過ごすこともできる場所でもあ
ります。
　当市では、この恵まれた自然や温泉
などの資源をまちづくりに活かすとともに、

「市民と行政による協働のまちづくり」
を基本に、個性豊かで魅力あるまちづく
りに取り組んでいます。
　当市の魅力がつまった登別の食や
温泉宿泊券等をお礼の品として揃えま
した。ふるさと納税で応援いただいた皆
様に感謝をこめた「登別」の魅力を、特
産品等を通じて知っていただき、足を運
んでいただければ幸いです。

北海道登別市へご寄附をいただいた皆様に、
感謝の意を込めて、当市自慢の逸品を贈ります。

北海道 登別市長 
小笠原　春一

登別の豊かな自然や文化から生み出される製品の中でも、特に優れた製品として登別ブラン
ド推進協議会が認定したものが、まちをあげておすすめする逸品「登別ブランド推奨品」です。
ロゴマークがあるお礼の品には、この「登別ブランド推奨品」が含まれています。
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商品
番号

商品
番号

商品
番号

商品
番号

商品
番号

商品
番号

商品
番号

商品
番号

商品
番号

商品
番号

商品
番号

極上なウニを折詰にしてお届けします。

無添加 極上エゾバフンウニ 
塩水パック 100g
●エゾバフンウニ塩水パック100ｇ ※消費期限：冷蔵6日

≪うに丼 お茶碗約1杯分≫
無添加エゾバフンウニ 塩水パック 45g
●エゾバフンウニ塩水パック45ｇ ※消費期限：冷蔵6日

極上エゾバフンウニ 
折詰100g
●極上エゾバフンウニ100g折詰 ※賞味期間：冷蔵7日

極上エゾバフンウニ 
折詰400g
●極上エゾバフンウニ100g折詰×4P ※賞味期間：冷蔵7日

極上エゾバフンウニ 
折詰300g
●極上エゾバフンウニ100g折詰×3P ※賞味期間：冷蔵7日

無添加 極上エゾバフンウニ
塩水パック 400g
●エゾバフンウニ塩水パック100ｇ×4P ※消費期限：冷蔵6日

無添加 極上エゾバフンウニ
塩水パック 300g
●エゾバフンウニ塩水パック100ｇ×3P ※消費期限：冷蔵6日

無添加 極上エゾバフンウニ
塩水パック 200g
●エゾバフンウニ塩水パック100ｇ×2P ※消費期限：冷蔵6日

極上エゾバフンウニ
折詰200g
●極上エゾバフンウニ100g折詰×2P ※賞味期間：冷蔵7日

極上エゾバフンウニ
折詰600g
●極上エゾバフンウニ100g折詰×6P ※賞味期間：冷蔵7日

無添加 極上エゾバフンウニ
塩水パック 600g
●エゾバフンウニ塩水パック100ｇ×6P ※消費期限：冷蔵6日

5793-7205 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
  　～3月下旬迄 
5793-7206 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

5793-7225 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
  　～3月下旬迄 
5793-7226 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

5793-7229 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
                                   ～ 3月下旬迄 
5793-7230 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

5793-7241 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
  　～3月下旬迄 
5793-7242 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

5793-7237 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
  　～3月下旬迄 
5793-7238 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

5793-7217 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
  　～3月下旬迄 
5793-7218 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

5793-7213 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
  　～3月下旬迄 
5793-7214 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

5793-7209 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
  　～3月下旬迄 
5793-7210 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

5793-7233 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬 
  　～3月下旬迄 
5793-7234 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬 
  　～5月下旬迄

5793-7245 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
  　～3月下旬迄 
5793-7246 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

5793-7221 ●受付期間：2021年2月28日迄
 ●出荷時期：2021年1月下旬
  　～3月下旬迄 
5793-7222 ●受付期間：2021年4月30日迄
 ●出荷時期：2021年4月上旬
  　～5月下旬迄

●マルヒラ渡邊水産 株式会社 ※入金確認後、お選び頂
きました各配送期間内にて順次お届けとなります。日にち指
定はお受けできません。配送期間内にて順次出荷となりま
すので、あらかじめご了承の上お申し込み願います。 ※事
前に出荷予定のご案内をメールにて配信させていただきま
す。メール以外のご案内をご希望の方は、寄附お申込フォー
ムの「ご不在期間」へ【電話での案内希望】｣とご入力くださ
い。 ※寄附者様のご都合により返礼品を受け取れない又
は受取が遅れた場合は再送の手配はいたしかねますので
予めご了承願います。 ※天候、収穫量によっては配送時期
が多少遅れるもしくは早まる場合もございます、その場合も
出荷予定のご案内をさせていただきますので、予めご了承
願います。 ※入荷期間外の8月下旬から9月末と、12月か
ら1月中旬までの年末年始は出荷不可期間になります。
《事業者からの取扱注意事項》※賞味期間に関わらず到
着後はお早目にお召し上がり下さい。 ※輸送により塩水
が濁る場合がありますが品質には問題ありません。 ※塩水
パックのまま冷蔵庫に保管しておくと「鮮度」・「味」が落ちる
ことがあります。※お召し上がり方法を同梱しておりますの
で、必ずご一読下さい。

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵冷蔵

冷蔵冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

1万円
以上

5千円
以上

1万円
以上

4万円
以上

3万円
以上

4万円
以上

3万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

5万円
以上

創業70年のウニ専門店、マルヒラ渡邊水産がお
贈りする北方四島産の極上エゾバフンウニ。当
社の職人たちがウニを崩さないように丁寧に剥
き、とげを取り除きます。そこから鮮やかな黄色の
極上品のみを集めました。当店のウニは北海道・
登別温泉の高級ホテル、老舗旅館などでも扱わ
れており、登別温泉に来る多くのお客様に愛され
ております。また楽天ショップでも扱われておりリピ
ーターの多い人気の商品です。
※下記の受付期間終了後も新たに出荷期間を
設ける予定です。詳しくはお問い合わせください。

！！

極
上
エゾバフン

ウニ 折詰100g・塩水パック100g
●極上エゾバフンウニ100g折詰、エゾバフンウニ塩水パック100g

折詰 300g［3回お届け］
●極上エゾバフンウニ300g折詰×3回お届け

塩水パック 300g［3回お届け］
●エゾバフンウニ塩水パック300g×3回お届け

折詰 400g［3回お届け］
●極上エゾバフンウニ400g折詰×3回お届け

塩水パック 400g［3回お届け］
●エゾバフンウニ塩水パック400g×3回お届け

折詰 100g［3回お届け］
●極上エゾバフンウニ100g折詰×3回お届け

塩水パック 100g［3回お届け］
●エゾバフンウニ塩水パック100g×3回お届け

無添加 極上
エゾバフンウニ塩水パック300gと
北海道産天然秋鮭
いくら醤油漬け250gセット
●エゾバフンウニ塩水パック100g×3P、いくら醤油漬け
250g×1パック ●ウニ消費期限：冷蔵6日、いくら醤油漬：解
凍された状態でお届けします。お早めにお召し上がりください。

折詰 600g［3回お届け］
●極上エゾバフンウニ600g折詰×3回お届け

塩水パック 600g［3回お届け］
●エゾバフンウニ塩水パック600g×3回お届け

折詰 200g［3回お届け］
●極上エゾバフンウニ200g折詰×3回お届け

塩水パック 200g［3回お届け］
●エゾバフンウニ塩水パック200g×3回お届け

折詰200g・塩水パック200g
●極上エゾバフンウニ200g折詰、エゾバフンウニ塩水パック200g

折詰300g・塩水パック300g
●極上エゾバフンウニ300g折詰、エゾバフンウニ塩水パック300g

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

折詰と塩水パックの2種をお届け致します。是非食べ比べてみてください。

高級感のある折詰を年3回お届けします。
新鮮なウニをお楽しみください。

風味豊かな塩水パックを年3回お届けします。
新鮮なウニをお楽しみください。

ウニ本来の味わいが楽し
める塩水パックとプチプチ
の食感がたまらない北海
道産いくら醤油漬けのセッ
トです。究極の組み合わせ
を自宅でご堪能ください。

商品番号 5793-0370

商品番号 5793-0540

商品番号 5793-0545

商品番号 5793-0541

商品番号 5793-0546

商品番号 5793-0538

商品番号 5793-0543

商品番号 5793-0373

商品番号 5793-0542

商品番号 5793-0547

商品番号 5793-0539

商品番号 5793-0544

商品番号 5793-0371

商品番号 5793-0372

2万円
以上

5万円
以上

5万円
以上

4万円
以上

4万円
以上

●折詰賞味期間：冷蔵7日／塩水パック消費期限：冷蔵6日

●受付期間：2020年12月31日迄 ●出荷時期：［1回目］2021年1月下旬～3月下旬迄、［2回目］2021年4月上旬～5月下旬
迄、［3回目］2021年6月上旬～8月中旬迄 ●賞味期間：冷蔵7日

●受付期間：2020年12月31日迄 ●出荷時期：［1回目］2021年1月下旬～3月下旬迄、［2回目］2021年4月上旬～5月下旬
迄、［3回目］2021年6月上旬～8月中旬迄 ●賞味期間：冷蔵7日

3万円
以上

3万円
以上

9万円
以上

9万円
以上

15万円
以上

15万円
以上

6万円
以上

6万円
以上

12万円
以上

12万円
以上

どちらも食べたい

特選セット ウニいくら丼が楽しめる！！

※写真は100g

※写真は100g

※写真は100g

※写真は100g

※写真は100g

※写真は100g

極上エゾバフンウニ食べ比べセット

極上エゾバフンウニ折詰 3回お届け

無添加 極上エゾバフンウニ塩水パック 3回お届け

※下記の受付期間終了後も新たに出荷期間を設ける予定です。詳しくはお問い合わせください。

風味を逃がさない塩水パックにしてお届けします。
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1 万円未満の

寄附で貰えるお礼の品

北海道登別産
エゾシカのもも
肉とロース肉を
使 用 。脂 身が
少ない 鹿 肉を
特製ジンギスカ
ンのタレに漬け
込み味付けしま
した。カロリーや
脂肪分が他の
お肉に比 べて
低めのため女
性に人気です。

北海道産大豆のカップ納豆を30
個お届け致します。ご家族揃って
朝食や夕食に是非ご賞味下さい。

道南平塚食品
株式会社は、創
業百年を迎えま
した。初 代 、二
代、三代、現在
の4代の4種類の特別包装の納豆と、「豆とともに歩ん
で、100周年」の冊子をお届け致します。 全国納豆鑑評会にて受賞した納豆をセットにしました。

ご自宅で食べ比べてみてはいかがでしょうか。

お土産にも好評の辛味噌坦々ス
ープと、イタリアン風スープの2種
類をお届けします。

6種の味が楽しめる北海道産小麦ラーメンセットをお届
け致します！つるつるとしてソフトな食感、滑らかな弾力、
小麦の香りと甘さを感じる麺をお楽しみ下さい。

「北海道のおみや
げ新作コンクール」

（2010年）特別
賞受賞！低温殺菌
で搾り立てに近い
味わいです。

のぼりべつ牛乳の乳清（ホエー）
を食べて育った「のぼりべつ豚」
を贅沢に使用したハンバーグ。

北海道登別沖合で獲れた新鮮な「すけとうだら」の卵を
じっくり漬け込んだ自慢のたらこです。たらこならではの
プチプチの食感をお楽しみいただけます。

登別の野生のエゾシカを3種
類の缶詰にしました。

牛乳・卵・小麦 地場産業素材にこだわって作っ
た牛乳カステラです。牛乳と卵の味を生かすた
めざらめを敷かずにしっとりと焼き上げました。

登別市のご当地グルメ「登別閻魔（えんま）やきそば」の秘伝の
タレを使用した「登別閻魔やきそばせんべい」です。カリッと揚げ
たサクサクの食感と香ばしい味わいは、まさに旨辛で、お酒のお
つまみにも最適です！1箱に食べきりサイズ小分け5袋入りです。

鷲別岬（登別市）よりイタンキ半島、トッカ
リショ（室蘭市）までのわずか数キロの狭
い範囲に生息している貴重な昆布です。

のぼりべつとろ～りプリンと、のむフロマージュ（プレー
ン・アロニア）のセットです。

えぞ熊笹には食物繊維
やアミノ酸など体にいい
ものがたくさん！おいしく
食べて健康に！

苦みのようなクセは少なく、
ほんのり甘い熊笹の味をお
楽しみください。

自宅で名湯に入れます！源泉から汲
みたての温泉をそのまま1箱20リット
ル入りでお届けします。

「登別温泉」の美容成分たっぷり
のフェイシャルマスクです。

北海道産のベニズワイ
ガニから抽出した天然
系保湿成分「キトサン
エキス」を配合した保湿
石けんです。クリーミー
な泡立ちで、お肌や毛
穴の汚れを優しくすっき
り落とします。

登別市のPRキャラクター登夢（とむ）くんのオリジナ
ルセットです。登別温泉に棲む湯鬼神（ゆきじん）と
いう守り神がモチーフになっています。

デザインから制作まで、1点1点手作りで作り上げる
自慢の鬼グッズです！

登別市が50周年を迎えたことを記念して作成した
切手やグッズをお届けします。

登別ブランド認定品。登別温泉おみや
げ第一号の「ひょうたん飴」。大正三年
創業以来の上白糖をベースに水あめ・
黒胡麻・白胡麻・青海苔を使った、大正
ロマンを感じさせる素朴な風味をぜひ。

登別産エゾシカジンギスカン
●有限会社 肉のあさひ ●登別産エゾシカジンギスカン500g（タレ込） 

北海道くま納豆ミニカップ30個
●道南平塚食品 株式会社 ●北海道くま納豆ミニカップ40g×
30個 ※冷凍する場合は、約3ヶ月程度保存可能です。解凍時
は冷蔵庫でゆっくり解凍をおすすめ致します。

道南平塚食品株式会社 創業百周年記念品 
特別包装納豆(4種)+冊子
●道南平塚食品 株式会社 ●初代包装：北海道の輪西納豆(わら納豆・小粒)、
二代包装：道南納豆(中粒)、三代包装：登別納豆(大粒／大袖振)、四代包装：文
志郎 鹿角納豆 ●受付期間：2022年10月31日迄 ※納豆は、冷凍する場合は、
約3ヶ月程度保存可能です。解凍時は冷蔵庫でゆっくり解凍をおすすめ致します。

受賞納豆4種セット(ミニ)
●道南平塚食品 株式会社 ●北海道のわら納豆〈大粒〉（80g×1） ●北
海道のわら納豆〈小粒〉（80g×1） ●道産納豆〈大粒〉（45g×2P入） ●道
産納豆〈黒豆〉（45g×2P入）各1個 ※冷凍する場合は、約3ヶ月程度保存
可能です。解凍時は冷蔵庫でゆっくり解凍をおすすめ致します。

湯の華
●登別市 ●湯の華4個セット ※浴槽の材質によっては着色す
る場合があります。※浴槽を乾かす前に一度シャワー等でかけ流
してください。

乾燥ラーメン4食セット
●株式会社 望月製麺所 ●登別閻魔らーめん2食入り（乾燥）、
トマトラーメン2食入り（乾燥） 各1箱 計2箱（4食） 化粧箱入り

6種の味が楽しめる 
北海道産小麦ラーメン12食セット
●株式会社 望月製麺所 ●二段仕込み醤油ラーメン、北海道
醸造合わせ味噌ラーメン、五島灘の塩ラーメン、登別閻魔らーめ
ん、トマトラーメン、室蘭カレーラーメン 各1袋（2食入）

のぼりべつ牛乳3本（1,000㎖×3本）
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●65度30分殺菌（パスチャライズ
ド牛乳）生乳100％使用 1,000㎖×3本 ※お受け取りの曜日、日
にち指定は出来かねますので、あらかじめご了承願います。※事前
に出荷予定のご案内をメールにて配信させていただきます。メール
以外のご案内をご希望の方は、寄附お申込フォームの「ご不在期
間」へ【電話での案内希望】｣とご入力ください。※寄附者様のご
都合により返礼品を受け取れない又は受取が遅れた場合は再送
の手配はいたしかねますので予めご了承願います。

【のぼりべつ乳清（ホエー）豚】ハンバーグ
●有限会社 肉のあさひ ●のぼりべつ乳清（ホエー）豚100％ハン
バーグ120g×6個

北海道登別沖合産 たら子380g
●宇佐美水産 ※解凍後4℃以下で冷蔵保存し、お早めにお召し
上がりください。 ※お申込限度数に達した場合は、予告なくお申込
みを締切る場合がございますので、あらかじめご了承ください。

のぼりべつエゾシカ 缶詰
(大和煮・味噌煮・カレー煮)3号缶3個入り
●株式会社 伊奈不動産 ●エゾ鹿缶詰（大和煮・味噌煮・カレー
煮）３号缶各１個 計３個入り

登別牛乳カステラ1本
●有限会社かめや ●1斤 540ｇ（9cm×25cm）、計1斤入り、
化粧箱入り ※画像はイメージです。

登別閻魔やきそばせんべい2箱セット
●株式会社わかさいも本舗 ●2箱セット（１箱に18ｇ×5袋）

登別昆布200g×1袋
●浜辺商店 ●登別昆布 200g×1袋 ※開封後は、密閉できる
袋、容器で保管をしてください。※湿気を帯びた場合は、天日干しを
して乾燥させ、密閉できる袋や容器で保管をおすすめしています。

とろ～りプリン・のむフロマージュセット
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●のむフロマージュ（プレーン）、の
むフロマージュ（アロニア）各150㎖×2本、のぼりべつとろ～りプリ
ン95g×2本、（計6本） 

北海道産熊笹100％使用 えぞ熊笹そば 3袋
●北海道熊笹本舗 ●えぞ熊笹そば 3袋

北海道産熊笹100％使用 
えぞ熊笹茶パウダー 1袋
●北海道熊笹本舗 ●熊笹茶パウダー30g×1袋

自宅で温泉入浴 登別カルルス温泉20ℓ
●合同会社ハピネス ●温泉水 20リットル×1箱 外寸法 300
×300×275mm ※天然温泉のため、目安として2週間以内に
ご使用ください。

登別温泉フェイシャルパック 
のぼりべつOV9
●北海道熊笹本舗（有） ●のぼりべつOV9：3枚入／1箱 ※効果
には個人差があります。肌に合わない場合は、使用を中止してくださ
い。傷や腫物、湿疹など異常のある部位には使用しないでください。

DA CAPO（ダ・カーポ）
モイスチャーソープ80g
●北海道曹達 株式会社 ●80g×1個 ※パッチテスト実施済で、
刺激が少ないことを確認しております。また、キトサンエキスはカニ殻
から甲殻類アレルギーの原因とされるたんぱく質を除去して製造し
ております。ただし、全ての方にアレルギーが起こらないわけではあ
りません。※ご使用後、肌にトラブルが起こった際は、直ぐにご使用
を中止し、皮膚科等で医師の診察をうけるようにして下さい。※ご
使用前に、必ず箱に記載の「ご使用の注意」をご一読下さいませ。

登別市市制施行50周年記念オリジナル切手セット
●登別市役所 ●オリジナルフレーム切手（84円×10枚）1シート、ス
テッカー1枚、ピンバッジ1個、シール（20枚）×1シート、湯の華4個セット 
※湯の華は、浴槽の材質により着色する場合があります。使用後は、
浴槽を乾かす前に一度シャワー等でかけ流してください。

登別市PRキャラクター登夢(とむ)くんセットB
●北海道熊笹本舗（有） ●耳かき、金棒マグネット、I♡NOBORIBETSU
ステッカー、缶バッチ（小）各1 合計4点

鬼グッズＤ(おでかけバッグ・缶バッジ)
●BANANA LEAF ●鬼のおでかけバッグ×1（大きさ：横26cm×
高さ約11cm マチ約8cm）、鬼の缶バッジ×1 ※赤・紺の色の種類
よりお選び下さい。 ※1つ1つ手作業で制作しているため、色や形、
大きさに若干の違いがある場合がございますのでご了承ください。

湯の香 ひょうたん飴
●北海道熊笹本舗（有） ●150g×4個  

商品番号 5793-0179

商品番号 5793-0001

商品番号 5793-0336

商品番号 5793-0552

商品番号 5793-0180
商品番号 5793-0521 商品番号 5793-0354

商品番号 5793-0106

商品番号 5793-0131
商品番号 5793-0350商品番号 5793-0481

商品番号 5793-0261
商品番号 5793-0263

商品番号 5793-0395

商品番号 5793-0151

商品番号 5379-0379

商品番号 5793-0554商品番号 5793-7135

商品番号 5793-7139

商品番号 5793-7136

商品番号 5793-7140

商品番号 5793-0188

商品番号 5793-0228 冷蔵

冷蔵商品番号 5793-0537
冷蔵商品番号 5793-0284

商品番号 5793-0492 冷蔵

冷凍

冷凍
冷凍

2千円
以上

5千円
以上

5千円
以上

5千円
以上

5千円
以上

5千円
以上

5千円
以上

6千円
以上

5千円
以上

5千円
以上

8千円
以上

5千円
以上

5千円
以上

6千円
以上

5千円
以上 5千円

以上
5千円
以上

5千円
以上

冷蔵

(赤）

(赤）

(青）

(青）

冷蔵

耳かきが出てきます

6千円
以上

5千円
以上

鬼の缶バッジ 5千円
以上

5千円
以上

5千円
以上

冷蔵

7千円
以上

ご自宅で登別温泉を感じていただけます。
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登別の火山灰で北海道産のほ
っけから水分と臭みを抜き、良
質な脂と旨味を濃縮して柔らか
な質感に仕上げた「灰干し」。

自家製きのこを3種類水煮にしました。
炊き込みご飯や鍋の具材などさまざま
な料理でご利用頂けます。

鬼の金棒に見立てた
花咲ガニの足が入った
スープです。

北海道産小麦「きたほなみ」・「春よ
恋」・「キタノカオリ」のオリジナルブレ
ンド麺を使用した３種類のラーメンを
セットにしました。

北海道でとれた3種類の
そばを詰合せました。

本ズワイガニの
「肩肉」は「フレー
ク」ともいわれ、そ
のまま食べても美
味しいですが、い
ろいろな料理にア
レンジ自由自在！！

北海道太平洋沖合いで獲れたた
こを宇佐美水産の窯で茹で上げ、
足1本分をどーんとお届け。 北海道産天然秋鮭の生筋子からほぐしたものだけを

使用しております。粒のはじける食感と昔ながらの甘め
の味付けが特徴です。

国内外のビールコンペで受賞歴のあ
る自慢の地ビール詰合せです。

北海道内のホテルなどの朝
食で人気の和惣菜です。素
材にこだわり全て手作りで
丹念に仕上げました。

北海道内のホテルなどの朝食で人
気の和惣菜です。朝食や夕食、お
弁当のおかずにいかがでしょうか。

本ズワイガニから抽出したエキスで作
るカニ飯のセットです。

北海道初の「ほっけの灰干し」4枚セット
●丸勝水産株式会社 ●登別地獄味めぐり（ほっけ）4枚

きのこMIX水煮 2kg
●株式会社 北海道名販 ●きのこMIX水煮 2kg×1袋

登別ブランド推奨品！
北海道産花咲ガニのスープ
●丸勝水産株式会社 ●鬼に金棒（花咲ガニのスープ）4本 

赤いラーメン10食セット
●株式会社 望月製麺所 ●登別閻魔らーめん2食入×2袋、トマトラーメン2
食入×2袋、ちょっと汁有り担々麺1食入×2袋、合計6袋(10食)化粧箱入

北海道産そば3種食べくらべ12食セット
●株式会社 望月製麺所 ●韃靼蕎麦2食入×2袋、北早生蕎麦2
食入×2袋、牡丹蕎麦2食入×2袋、つゆ三昧【濃縮つゆ】×12個、
合計6袋（12食）・つゆ12個 化粧箱入

アレンジ自由自在！
本ズワイガニの「肩肉」100g×5セット
●丸勝水産株式会社 ●本ズワイガニフレーク100g×5個 ※沖縄・離島のお
届けは出来ません。あらかじめご了承ください。 ※解凍後は、なるべく早くお召し
上がりください。 ※製造工程上、まれにカニの殻や骨が混入している可能性があ
ります。その場合は、取り除いてお召し上がり頂けますようお願い申し上げます。

登別海の幸～北海道産 
浜ゆでたこ足1本 約700g以上～　
●宇佐美水産 ●北海道産 たこ足1本（約700g以上）×1本（3分割ブ
ロックでのお届け） ※お申込限度数に達した場合は、予告なく締切日前
にお申込みを締切る場合がございますので、あらかじめご了承ください。

北海道産天然秋鮭 いくら醤油漬け250g
●マルヒラ渡邊水産 株式会社 ●いくら醤油漬け250g×1パック
※解凍後は、お早目にお召し上がり下さい。

鬼伝説 青鬼ピルスナー＆ 
赤鬼レッドエール8缶入り箱（2種各4缶入）
●株式会社わかさいも本舗 ●青鬼ピルスナー・赤鬼レッドエール
各350㎖ 各4缶 計8缶 専用箱入り ●未成年者の飲酒は法律
で禁止されています。●未成年者のお申込みはご遠慮ください。

惣菜セット うま煮・切り干し大根煮・卯の花 各1kg
●株式会社 北海道名販 ●うま煮･切り干し大根煮･卯の花 各
1kg×1袋 計3kg

惣菜セット 肉じゃが2kg・
北海道フキと天ぷら煮1kg 計3kg　
●株式会社 北海道名販 ●肉じゃが2kg・北海道ﾌｷと天ぷら煮
1kg 計3kg

極旨！添加物不使用の
ズワイガニスープで作る絶品カニ飯セット
●丸勝水産株式会社 ●本ズワイガニのスープ 600cc×2パック ●本ズワイガニの
フレーク 100g×3パック ※製造工程上、まれにカニの殻や骨が混入している可能性
があります。その場合は、取り除いてお召し上がり頂けますようお願い申し上げます。

登別昆布600g(200g×3袋)
●浜辺商店 ●登別昆布200g×3袋 ※開封後は、密閉できる袋、
容器で保管をしてください。※湿気を帯びた場合は、天日干しをして
乾燥させ、密閉できる袋や容器で保管をおすすめしています。

商品番号 5793-0253

商品番号 5793-0365

商品番号 5793-0252

商品番号 5793-0337
商品番号 5793-0344

商品番号 5793-0506

商品番号 5793-0287

商品番号 5793-0010

商品番号 5793-0361
商品番号 5793-0363

冷蔵
冷蔵

冷蔵

冷蔵
冷蔵

商品番号 5793-0268 冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

商品番号 5793-0187 冷凍

商品番号 5793-0351

「G8北海道洞爺湖サミット」の朝食に選ばれた極上の
納豆と道産鮭節を使った納豆の2種・4個セットです。

おいしい北海道産大豆
100％で作りました。ごは
んとよくからむ極小粒で
す。お好みの具材や薬味
を入れてもこぼれにくい
特大カップです。

サミット納豆セット
●道南平塚食品 株式会社 ●文志郎鹿角納豆50g×2P（たれ
5g×2）×2個、文志郎鮭節納豆50g×2P（鮭節たれ30g×2）×
2個 ※冷凍する場合は、約3ヶ月程度保存可能です。解凍時は
冷蔵庫でゆっくり解凍をおすすめ致します。

北海道のガッツリ納豆極小粒
(100g×3入)10個
●道南平塚食品 株式会社 ●ガッツリ納豆極小粒（100g×3）
×10個 ※冷凍する場合は、約3ヶ月程度保存可能です。解凍
時は冷蔵庫でゆっくり解凍をおすすめ致します。

商品番号 5793-0227

商品番号 5793-0279

冷蔵

冷蔵

全国納豆鑑評会にて受賞した納豆
をセットにしました。

5種の納豆の食べ比べができる詰め合わせ。贈り物
にも大変喜ばれています。

ワラの香りが納豆の風味を一層引き立た
せる自慢の一品です。

受賞納豆4種セット
●道南平塚食品 株式会社 ●北海道のわら納豆〈大粒〉80g
×3個、北海道のわら納豆〈小粒〉80g×3個、道産納豆〈大粒〉

（45g×2P）×2個、道産納豆〈黒豆〉（45g×2P）×2個 ※冷凍
する場合は、約3ヶ月程度保存可能です。解凍時は冷蔵庫でゆっ
くり解凍をおすすめ致します。

ランボッケセット
(鮭節･鹿角・大粒･小粒･黒豆の5種)
●道南平塚食品 株式会社 ●鮭節納豆：（納豆 50g、味付け鮭節 30g）×
1個、鹿角納豆：（納豆 50g、たれ 5g）×2P入×2個、大粒納豆：（納豆 50g、
たれ 5g）×2P入×1個、小粒納豆：（納豆 50g、たれ 5g）×2P入×1個、黒
豆納豆：（納豆 50g、たれ 5g）×2P入×1個 ※冷凍する場合は、約3ヶ月程
度保存可能です。解凍時は冷蔵庫でゆっくり解凍をおすすめ致します。

北海道のわら納豆4種食べくらべ6本セット
●道南平塚食品 株式会社 ●北海道のわら納豆（小粒）×2
本、北海道のわら納豆（大粒）×2本、北海道のわら納豆（わさび）
×1本、北海道のわら納豆（激辛）×1本 ※冷凍する場合は、約
3ヶ月程度保存可能です。解凍時は冷蔵庫でゆっくり解凍をおす
すめ致します。

商品番号 5793-0229

商品番号 5793-0283

商品番号 5793-0230冷蔵

冷蔵

冷蔵

「おいしいかにみそ」は北海道で水揚げされた紅ズワイガニの
みそを使用、「かに甲羅盛り」は本ズワイカニの身をぎっしり詰
めました。かに甲羅造りにみそをのせてお召し上がり下さい。

北海道太平洋沖
合いで獲れた甘え
びです。お刺身だ
け でなくアヒー
ジョ、お吸い物など
にもおススメです。

無添加のかにみそを使った絶品
かに甲羅盛りセット
●丸勝水産株式会社 ●おいしいかにみそ80g：1個、かに甲羅
盛り200g：2個 ※配達の都合上、一部地域（沖縄および離島）
へのお届けは出来ませんので、ご了承ください。

登別海の幸
～北海道産冷凍甘えび 約1.2kg～
●宇佐美水産 ●北海道産 冷凍甘えび約750g×3パック ※お
申込限度数に達した場合は、予告なく締切日前にお申込みを締
切る場合がございますので、あらかじめご了承ください。

商品番号 5793-0420 冷凍

商品番号 5793-0286
冷凍

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

登別の火山灰で北海道産のほっけとさばから水分
と臭みを抜き、良質な脂と旨味を濃縮して柔らかな
質感に仕上げた「灰干し」。

特大ほっけ&さばの灰干し4枚セット
（32cm～34cmサイズ・1枚約400g各2枚入り）
●丸勝水産株式会社 ●登別地獄味めぐり（ほっけ）：2枚、登別
地獄味めぐり（さば）：2枚、 ※配達の都合上、一部地域（沖縄お
よび離島）へのお届けは出来ませんので、ご了承ください。 

商品番号 5793-0421 冷凍

登別の火山灰
で北 海 道 産の
ほっけ、さば、きん
きから水分と臭
みを抜き、良質な
脂と旨味を濃縮
して柔らかな質
感 に 仕 上げた

「灰干し」。

北海道産きんき入り、絶品灰干し
（きんき&特大ほっけ&特大さば）4枚セット

●丸勝水産株式会社 ●登別地獄味めぐり（きんき）：1枚、登別地獄味め
ぐり（ほっけ）：2枚、登別地獄味めぐり（さば）：1枚 ※配達の都合上、一部
地域（沖縄および離島）へのお届けは出来ませんので、ご了承ください。 

商品番号 5793-0422 冷凍

登別の火山灰でほっけ（北海道
産）とえびから余分な水分と臭みを
抜き、良質な脂と旨味を濃縮して柔
らかな質感に仕上げた「灰干し」。

特大ほっけの灰干し（32cm～34cmサイズ・1枚約400g）
＆えびの灰干し（3尾～4尾約190g）各2袋セット
●丸勝水産株式会社 ●登別地獄味めぐり「ほっけ」(約400g）×
2袋、登別地獄味めぐり「えび」(3尾～4尾約190g）×2袋 ※沖
縄・離島のお届けは出来ません。あらかじめご了承ください。 ※解
凍後は加熱して、なるべく早くお召し上がりください。 

商品番号 5793-0504 冷凍

1万円
以上

1万5千円
以上

ホエー豚で作ったソーセージとベーコンのセット。肉質
が軟らかく、脂身の旨味が増すのが特徴です。

酪農館 ソーセージ＆ベーコンセット
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●イブリコ（胆振鼓）ソーセージ（プレー
ン・チョリ・黒ゴマ）各125g×1袋、熟成ステーキベーコン約130g×2袋

商品番号 5793-0487 冷凍

鷲別岬（登別市）よりイタンキ半島、トッカリショ（室蘭
市）までのわずか数キロの狭い範囲に生息している
貴重な昆布です。

1万円
以上

冷蔵

1万2千円
以上

1万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

1万円
以上

1万円
以上
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肉厚でジューシーなきのこは一度食べたらやみつきです。
苦みのようなクセは少なく、ほんのりと甘い熊笹の味を
お楽しみください。

生きのこ盛り合わせ 約400g×4種
●北海道きのこ王国（株式会社北海道名販） ●しいたけ、なめ
こ、ぶなしめじ、白しめじ 各400g ※賞味期間（目安）：到着より
3日 ※お届け前にご案内させていただきます。 ※生鮮食品のた
め、お届け後はすぐにお召し上がりください。

北海道産熊笹100％使用 えぞ熊笹茶 60P
●北海道熊笹本舗有限会社 ●熊笹茶 4P×15シート

商品番号 5793-0352
商品番号 5793-0262

冷蔵

酪農館の乳製品を集めたセットです。北海道の大自然か
ら生み出される深くて濃厚な味わいをお楽しみください。

のぼりべつミルクセット
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●のむフロマージュ（プレーン・アロニ
ア）各150ｇ×2本（計4本）、のぼりべつ牛乳プリン 78ｇ×2個、のぼり
べつレアチーズプリン 78g×2個、プリモ・プロヴォローネ 130g×2個

商品番号 5793-0485 冷蔵

のぼりべつ牛乳を使用したさわやかなアイスクリーム
です。12個セットでお届けします。

北海道大豆100%豆乳をふんだんに使ったしっとりとし
た食感。小麦粉も北海道産きたほなみを100%使用し
ています。しっとりふわふわの口どけに、笑顔があふれる
こと間違いなし。

バニラアイスクリームセット
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●のぼりべつ牛乳のバニラアイ
スクリーム 120㎖×12個

月とらいおん 豆乳シフォンケーキ3種
（プレーン、ゆず、紅茶)

●社会福祉法人 登別さいわい福祉会 ●豆乳シフォンケーキ
（プレーン、ゆず、紅茶 各1）計3個

月とらいおん 豆乳シフォンケーキ3種
(プレーン・紅茶・ココア)
●社会福祉法人 登別さいわい福祉会 ●豆乳シフォンケーキ
(プレーン、紅茶、ココア 各1) 計3個

商品番号 5793-0486

商品番号 5793-0271

商品番号 5793-0168

冷凍

冷凍

冷凍

のぼりべつ牛乳プリン
は低温殺菌牛乳「の
ぼりべつ牛乳」でつく
った魅惑のプリンで
す。原料乳にこだわっ
て製造しておりますの
で、味が濃くなめらかな
味わいです。

チーズと生ハムの
セットです。トースト
やグラタン、ピザな
どにしてとろ～りと
ろけるチーズやそ
のままワインのおつ
まみなどお楽しみく
ださい。

自社農園で収穫した無農薬野菜をふんだんに使用
した自然食を味わえます。

DA CAPO（ダ・カーポ）シリーズは、全ての商品に北海
道産のベニズワイガニから抽出した天然系保湿成分「キ
トサンエキス」を配合し、美しい肌へ導きます。

酪農家がつくった、やさしい口当たりでとろとろの食感
のプリンです。香ばしいカラメルとの相性も抜群で、ヒ
ミツにしておきたいほどのおいしさです。

100年続く伝統の味の『わさび漬』をはじめとした、
こだわりの逸品をお届けします。

熊笹でおいしく食べて健
康に！！熊笹を使用した品
を詰め合わせました。

のぼりべつプリン１０個セット
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●のぼりべつ牛乳プリン・のぼり
べつレアチーズプリン 各78g×5個（計10個） 

酪農館 チーズセット
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●チーズ：6個（4～6種）／硬質タイプ

（サトゥナイ約100g、ヌプリベッ約50g、ポンティナ約50g、ラクトム約
50gの4種のいずれかの出荷可能な2～3種／白カビタイプ（ニュービ
アンカ約120g前後、アラルーシュ約90g前後）とウォッシュタイプ（ピ
エール・カレ約100g、ルーナ約100g）の4種の中から出荷可能な2～
3種、胆振鼓（イブリコ）生ハム約50g×2個 ※チーズの熟成完了後の
出荷となりますので、寄付金のご入金からお届けまでに1～2ヶ月程度
のお時間をいただく場合がございます。そのため、発送時期については
ご要望に添えられない場合がございますので予めご了承ください。 

農園れすとらん 大地のnimaお食事券（2名様）
●農園れすとらん 大地のnima ●利用条件の記載された食事券2枚 ※有効期
限：発行日から1年間 ※利用不可期間あり（2020年12月1日～2021年3月31日
まで利用不可）。状況により利用不可期間が変更になる場合もございますので、あ
らかじめご了承願います。 ※スムーズにご案内させて頂く為、あらかじめご予約をお
願い致します。（３日前） ※定休日：月曜日 ランチタイム11：30～15：00（LO）16：
30 TEL0143-88-0002 ※年末年始・GW・お盆期間の他、施設が定める特別日
はご利用できない場合がございます。 ※季節によりメニューが変更となる場合がご
ざいます。 ※ご利用の際はお食事券に記載された注意書きをご覧ください。

のぼりべつとろ～りプリンセット
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●のぼりべつとろ～りプリン 各95g×9本 

本わさび三昧A
●藤崎わさび園 ●わさび漬一口サイズ10個入りBOX（10g/個)、
わさび昆布120g、鬼づけ140g 各1個 

北海道産 えぞ熊笹セット
●北海道熊笹本舗有限会社 ●えぞ熊笹バウム（1箱4個入り）、
えぞ熊ざさ茶（2g詰め×16パック）、えぞ熊笹そば２人前つゆ付（麺
重量110g×2）、えぞ熊笹飴（1袋150g） 

商品番号 5793-0483

商品番号 5793-0490
商品番号 5793-0406

商品番号 5793-0484

商品番号 5793-0368

商品番号 5793-0181

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

登別市内にある空家
の状況（敷地、住宅
の外観の様子）を外
部から確認し、写真を
撮影して報告書をお
届けします。

空家状況確認サービス（外部確認、登別市内）
●公益社団法人 登別市シルバー人材センター ●調査後に、現
地の写真と規定の状況調査票をお届け（写真は3～4枚程度、調
査票はセンター規定の書式、お申込時に必ず市内の住所を「意見・
メッセージ欄」の欄へご記入ください） ※登別市内の物件かつ、お
申込の寄附者様ご本人、または寄附者様が納税管理人等の所有
物件に限ります。（所有が確認できない場合は調査を行えない場合
がございます） ※対象物件の住所は寄附申込書の「意見・メッセー
ジ欄」へ【登別市以降の住所】｣を入力ください。記載例）中央町6
丁目11番地（登別市役所の「登別市」以降の住所です） ※寄附
金ご入金後、約1ヶ月で報告書を作成してお届けする予定です。※
外部から視認できる範囲での確認に限られます。

商品番号 5793-0511

本格的なスノーモービルで北海道の雪原を疾走して
みませんか。運が良ければキタキツネやエゾリスに出
会えるかも。

初心者の方も経験者の方
も、大自然の中で馬たちと戯
れてみませんか？

N.O.P登別オフロードパーク スノーモービル 
約30分利用券（チャレンジコース）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件が記載された利用券×1
枚（1名様分）、周辺観光パンフレット ※12～3月下旬の期間内でのご
利用が可能です。※ご利用の際はご利用3日前までの事前予約が必
要です。※有効期限：発行日より1年 ※お客様の安全確保のため走
行を規制させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

登別ホースパーク遊駿 体験乗馬コース
利用券（約30分、1名様分）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件が記載された利用券×
1枚（1名様分）、周辺観光パンフレット ※対象年齢：小学1年生以上 
※ご利用日の3日前までの事前予約が必要です。※有効期限：発行日
より1年 ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間の他、施設が定め
る特別日はご利用できません。※定休日：12～3月の毎週水曜日

商品番号 5793-0119 商品番号 5793-0121

太平洋を望む自
然 豊かな登 別
札内高原でスリ
ル満点のバギー
体験をしてみま
せんか。

N.O.P登別オフロードパーク 四輪バギー 
約30分利用券（チャレンジコース）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件が記載された利用券×1枚（1
名様分）、周辺観光パンフレット ※4～11月下旬の期間内でのご利用が可能
です。※ご利用の際はご利用3日前までの事前予約が必要です。※有効期
限：発行より1年 ※各コースはお客様の体調等の状態によりご利用をお断り
する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※お客様の安全確保の
ため走行を規制させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

商品番号 5793-0114

鬼グッズＡ
●BANANA LEAF ●鬼の卵（オニ玉）、赤鬼・青鬼ペア 1セット（サイズ：各50×
40mm）、鬼スプーン（サイズ：各33×140mm）2本セット×1袋、鬼コースター（サ
イズ：各φ90高さ5mm） 2枚セット×1袋 ※鬼スプーンへの名入れは「ローマ字」か

「平仮名」で6文字以内となります。ご要望の際は、申込書の「意見・メッセージ欄」
に名入れ内容を記載してください。※ご入力頂きました内容にて名入れいたしますの
で、誤りがないようご注意のほどお願いします。※1つ1つ手作業で制作しているた
め、色や形、大きさに若干の違いがある場合がございますのでご了承ください。

鬼グッズＢ
●BANANA LEAF ●鬼の2WAYミニバッグ（青鬼又は赤鬼）1個（サイズ：
約150×210mm） ※紐の長さ：約270mm又は約820mm 鬼の小銭入れ

（青鬼又は赤鬼）1個（サイズ：約100×95mm）、鬼コースター（サイズ：各φ
90高さ5mm） 2枚セット×2袋（合計4枚）※ミニバックと小銭入れの色の組
合せは、プルダウンよりお選びください。※1つ1つ手作業で制作しているた
め、色や形、大きさに若干の違いがある場合がございますのでご了承ください。

5793-7029  名入れ有
5793-7030  名入れ無

ヒノキの木材で作られた卵型の置物、コルク素材の鬼の
コースター、どんぐりの木製の鬼スプーンをセットにしました。

商品番号
商品
番号 5793-7141  赤　 系アレンジ

5793-7142  ピンク系アレンジ商品番号

のぼりべつOV9 
3点スペシャルセット
●北海道熊笹本舗（有） ●フェイシャルパック×1
箱（3枚入り）、ウォッシングフォーム（洗顔料）×1本

（120g）、オールインワンジェル×1個（100g） 

商品番号 5793-0244

登別温泉の源泉を配合し保
湿効果を高めた、温泉コスメ
のオールインワンジェル。

登別温泉OV9 
オールインワンジェル
●北海道熊笹本舗（有） ●100g 

商品番号 5793-0224

登別温泉街にあるお食事処「温泉市場」で使用できる
お食事券です。

温泉市場お食事券（梅チョイス）
●温泉市場 ●利用条件の記載されたお食事券1枚 ●営業時間：5月
～11月 11:30~20:30（LO）、12月～4月 11:30~19:30（LO） ●問
い合わせ：0143-84-2560 ●定休日：不定休の為店舗への確認をお願
いします。※画像はイメージです。※有効期限：発行より1年 ※魚介類を
扱っておりますので、季節によってメニューが変更となる場合がございま
す。※ご利用の際はお食事券に記載された注意書きをご覧ください。

商品番号 5793-0061
登別マリンパークニクス入園券と
レストラン・売店利用券 1名分
●株式会社北海道マリンパーク ●利用条件の記載された引き換え券 

（入園券大人1名分・レストラン&売店利用券）※画像はイメージです。 
※有効期限：発行から1年 ※冬季休業期間があります。※利用可能
な営業時間、営業日程についてはホームページを確認ください。

商品番号 5793-0048

デンマークのお城
をモチーフにした水
族館では約400種
の生き物が展示さ
れています。イルカ
ショーやペンギンパ
レードは、毎日開催
しています。

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万円
以上

1万5千円
以上

1万5千円
以上

1万5千円
以上

1万6千円
以上

1万3千円
以上

月とらいおん 豆乳シフォンケーキ（3個入り）
●社会福祉法人 登別さいわい福祉会 ●豆乳シフォンケーキ

（プレーン、約370g）×2個、（ゆず、約460g）×1個

商品番号 5793-0085 冷凍

※効果には個人差があります。肌に合わない場合は、使用を中止してくだ
さい。傷や腫物、湿疹など異常のある部位には使用しないでください。

※パッチテスト実施済で、刺激が少ないことを確認しております。また、キトサンエキスはカ
ニ殻から甲殻類アレルギーの原因とされるたんぱく質を除去して製造しております。ただ
し、全ての方にアレルギーが起こらないわけではありません。 ※ご使用後、肌にトラブルが
起こった際は、直ぐにご使用を中止し、皮膚科等で医師の診察をうけるようにして下さい。

商品番号 5793-0381

商品番号 5793-0382

商品番号 5793-0383

1万円
以上

1万円
以上

モイスチャーローション125㎖
●北海道曹達 株式会社 ●125㎖×1本

モイスチャーミルク50㎖
●北海道曹達 株式会社 ●50㎖×1本

モイスチャーセラム20㎖
●北海道曹達 株式会社 ●20㎖×1本

モイスチャーソープ・ローション 2点セット
●北海道曹達 株式会社 ●モイスチャーソープ80g、ローション
125㎖、各1個

商品番号 5793-0380

5793-0381 5793-0382 5793-03835793-0380

赤鬼・青鬼の2WAYミ
ニバッグと小銭入れ、オ
リジナルコースター4枚
のセットです。

5793-7031  赤バッグ・赤小銭入
5793-7032  赤バッグ・青小銭入
5793-7033  青バッグ・青小銭入
5793-7034  青バッグ・赤小銭入

登別市内配送限定ピンクリボンの
フラワーアレンジギフトA
●（有）花善 ●フラワーアレンジギフト×1 ※登別市内配送限定
のフラワーギフトです。 ※アレンジの色をお選び下さい。 ※お届け
は、ご入金から4週間以降の希望日となります。 ※受取人様へは、
お届け日の前日にお電話にて在宅確認のご連絡をさせて頂きま
す。 ※花材やサイズの指定は出来かねます。ご了承くださいませ。 

登別市内居住の方へ、
お花をプレゼントしません
か？旬のお花で作るフラ
ワーアレンジメントです。

（登別市内配送限定）

1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品 1万円以上の寄附で貰えるお礼の品

DA CAPO（ダ・カーポ）

1万円
以上

1万3千円
以上

1万2千円
以上

1万2千円
以上

1万5千円
以上

1万5千円
以上

1万円
以上

1万7千円
以上

ご注意／2020年12月1日～2021年3月31日まで利用不可



11 12冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵

登別牛サーロインステーキ肉と
のぼりべつ乳清（ホエー）豚の豚丼セット
●有限会社 肉のあさひ ●登別牛サーロインステーキ用200g×2枚、
のぼりべつ乳清（ホエー）豚バラ肉豚丼用（300gタレ付）1パック

登別牛100％使用ハンバーグと
のぼりべつ乳清（ホエー）豚の豚丼セット
●有限会社 肉のあさひ ●登別牛ハンバーグ120g×10個、のぼ
りべつ乳清（ホエー）豚バラ肉豚丼用（300gタレ付）1パック

登別牛肩ロースすきやき用
●有限会社 肉のあさひ ●登別牛肩ロースすきやき用600g

商品番号 5793-0172 冷凍 商品番号 5793-0173 冷凍

商品番号 5793-0171 冷凍

2 万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

商品番号 5793-0491 冷蔵

冷蔵

登別観光を満
喫するのにもっ
てこいのワンズ
レンタカーが一
日乗り放題！さら
に満タン返し
不要です。

夜の北海道遺産・登別地獄谷に出現する「鬼火の
路」を散策します。

１点１点手作りです。革の
色は４色から選べます。

牛革を使い、丁寧に手作
りで作り上げています。カ
ラーは4色から選べます。

酪農館を代表
する商品をぎゅ
っと詰め込みま
した。ぜひ北海
道の味をお楽し
みください。

職人が丁寧にスジを取り除き、厚切りにカットして秘伝のタレに
漬け込んだ自慢の一品です。北海道民に愛されるジンギスカン
をステーキ、ロース、ショルダーと部位を分けてお届けします。

「登別牛」を100%使用したハンバーグと「のぼりべ
つ乳清（ホエー）豚」の豚丼をお楽しみいただけるセ
ットです。市場になかなかでまわらないため知名度はまだまだ

ですが、自信をもっておすすめする登別の黒毛和牛
「登別牛」です。

登別の黒毛和牛「登別牛」のサーロインステーキと
「のぼりべつ乳清（ホエー）豚」のバラ肉を豚丼用のタ
レとセットにしました。

100年近く続く伝統の味「わさび漬け」をはじめとした、
こだわりの逸品をお届けします。肉厚でジューシーなきのこは、一度食べたらやみつきです。

太平洋沖合いで獲れた海の幸セットです。すべて解
凍後にそのままお召し上がりいただけます。

北海道登別市の代表的な海産物のとびきりな美味し
さをお届けします。仕入れの際、一切妥協を許さない厳
しい眼力で北海道産の最上級品だけを選び抜き、新
鮮なうちに塩ゆでしています。

レンタカー１日乗り放題利用券（ガソリン満タン返し不要！）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件の記載された利用
券1枚（1台分）、レンタカー利用にあたってのご案内用紙、周辺観
光パンフレット ※有効期限：発行より1年 ※10日前までに事前予
約が必要です。 ※ご予約、お問い合わせ先は「のぼりべつトラベ
ルコンダックス（0143-83-5152）」まで。 ※サイズはワンズレンタ
カーMクラス（ヴィッツ・フィットなど）になります。 ※ワンズレンタカー
登別温泉店営業時間内の乗り放題となります。（営業時間09:00
～19:00） ※配車・返車はワンズレンタカー登別温泉店のみの対
応となります。 ※途中給油分はご利用者様負担となります。※免
責補償制度加入料は含まれております。

キトローション化粧水・乳液セット
●北海道曹達株式会社 ●しっとりタイプ化粧水キトローションα
120㎖、保湿乳液キトローションミルキィリッチ60g 各2本（化粧箱入
り）※ご利用前に商品説明書をよくご確認いただき、ご利用ください。

DA CAPO（ダ・カーポ）モイスチャー
ローション・ミルク 2点セット
●北海道曹達 株式会社 ●モイスチャーローション125㎖、ミルク
50㎖ 各1本

DA CAPO（ダ・カーポ）モイスチャー
ソープ・ローション・ミルク 3点セット
●北海道曹達 株式会社 ●モイスチャーソープ80g、ローション
125㎖、ミルク50㎖ 各1個

DA CAPO（ダ・カーポ）
エクストリッチモイスチャークリーム30g
●北海道曹達 株式会社 ●30g×1個

登別温泉地獄谷ナイトアドベンチャー 
ペア参加券（暗闇地獄ウォーク）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件の記載されたペア参加
チケット1枚（周辺観光パンフレット付）、特典クーポン【特典】登別温泉
極楽通り商店街でご利用いただける限定クーポンをプレゼント ※ご利
用の3日前までに事前予約が必要です。 ※有効期限：発行日より1年

牛革名刺入れ
●社会福祉法人 恵正会 ●1個（横11×縦7.5×幅1.8cm、名刺30
枚程度が入るマチ） ※使い始めは、名刺入れのかぶせの部分の革が、
跳ね上がっておりますが、使いこなすにつれ、風合いが出てなじんでまい
ります。ご理解の上、ご使用くださいます様お願い申し上げます。 ※表
面にローマ字で名入れが可能です。ご要望の際は申し込み時の「ご不
在期間」の欄へローマ字を入力ください。入力位置を誤られた場合の補
償はいたしかねます。 ※ご指示いただきましたローマ字にて名入れいた
しますので、誤りがないようご注意のほどお願いします。 ※一つ一つ手
作りで作り上げるため、ご入金確認後、お届けまで、1ヶ月程度かかる場
合がございますので、あらかじめご了承願います。

牛革キーケース
●社会福祉法人 恵正会 ●1個（横11×縦8×幅2cm、6本の鍵
取付可能） ※色の種類をお選びください。 ※表面にローマ字で名
入れが可能です。ご要望の際は申し込み時の「ご不在期間」の欄
へローマ字を入力ください。入力位置を誤られた場合の補償はいた
しかねます。 ※ご指示いただきましたローマ字にて名入れいたしま
すので、誤りがないようご注意のほどお願いします。 ※一つ一つ手
作りで作り上げるため、ご入金確認後、お届けまで、１ヶ月程度かか
る場合がございますので、あらかじめご了承願います。

酪農館 バラエティデラックスセット
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●のむフロマージュ（プレーン・アロニア）各
150㎖×1本、プリモ・プロヴォーネ130g×1個、のぼりべつ牛乳プリン78g×
1個、のぼりべつレアチーズプリン78g×1個、イブリコ（胆振鼓）ソーセージ（プ
レーン・チョリ・黒ゴマ）各125ｇ×2袋、熟成ステーキベーコン約130g×2袋 
※チーズの熟成完了後の出荷となりますので、寄付金のご入金からお届けま
でに1～2ヶ月程度のお時間をいただく場合がございます。そのため、発送時期
についてはご要望に添えられない場合がございますので予めご了承ください。 

あさひ特製 ジンギスカン３種セット
●有限会社 肉のあさひ ●味付ジンギスカン約2.4㎏（ステーキ、
ロース、ショルダー各800g（肉/約560g、たれ/約240g）

本わさび三昧B
●藤崎わさび園 ●わさび味噌80g、わさび漬一口サイズ10個入
りBOX（10g/個)、わさび昆布120g、鬼づけ140g、わさび塩70g、
本わさび約70g、鮫皮おろし板 各1個 

生きのこ盛り合わせ（大）約850g×4種
●北海道きのこ王国（株式会社北海道名販） ●しいたけ、なめこ、ぶなしめじ、
白しめじ 各850ｇ ※賞味期間（目安）：着より3日 ※お届け前にご案内させて
いただきます。※生鮮食品のため、お届け後はすぐにお召し上がりください。

登別海の幸セット（甘エビ・ほっき貝・巻つぶ）
●ヤマウ宇佐美水産 ●冷凍甘えび約400g、冷凍ボイルほっき貝10個、冷
凍ボイル巻つぶ約500g ※お申込限度数に達した場合は、予告なく締切日
前にお申込みを締切る場合がございますので、あらかじめご了承ください。

北海道登別産 旬の毛蟹500g前後×1杯
●合名会社 マルサン勝間 ●登別産毛がに約500g前後×1杯
※解凍後はお早めにお召し上がり下さい

商品番号 5793-0115

商品番号 5793-0020

商品番号 5793-0384

商品番号 5793-0385

商品番号 5793-0534

商品番号 5793-0108

商品番号 5793-0489

商品番号 5793-0178

商品番号 5793-0369商品番号 5793-0353

商品番号 5793-0130
商品番号 5793-0526

冷蔵

ご飯によく合う、登別ブランドのご飯のおかずセット
です。海の幸と山の幸を両方楽しめる登別ならでは
の詰め合わせをご用意しました。

登別ブランド ご飯のおかずセット
●合名会社マルサン勝間 ●干しポンみりん風味2枚、らんぼっけたらこ
200g、たこわさび150g、鹿肉ジンギスカン500g、ステーキベーコン1枚

商品番号 5793-0037 冷凍

冷凍

冷凍

冷凍
冷凍

純粋に北海道で
作られた化粧品を
貴 女に。北 海 道
の海の恵みキチ
ン・キトサンを原料
にした天 然 由 来
のお肌 に優しい
化粧水と乳液の
セット商品。

北海道産のベニズワイガニか
ら抽出した「キトサンエキス」が
つややかな素肌へ導きます。

北海道産天然秋鮭の生筋子からほぐしたものだけ
を使用しております。粒のはじける食感と昔ながらの
甘めの味付けが特徴です。

太平洋を望む自然豊かな
登別札内高原で夏季（4
～11月）に四輪バギーを３
つの特設コースでお楽し
みいただけます。専任のイ
ンストラクターが常駐して
いるので、どなたでも安心
してご利用いただけます。

北海道産のシナ材を使用し、色白でほんわかと柔らかな
「笑うっす！」がきっと幸運を呼び込んでくれますよ。

北海道産天然秋鮭 いくら醤油漬け 500g
●マルヒラ渡邊水産 株式会社 ●いくら醤油漬け250g×2パック
※解凍後は、お早目にお召し上がり下さい。

N.O.P登別オフロードパーク 四輪バギー 
約60分利用券（フリーコース）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件が記載された利用
券×1枚（1名様分）、周辺観光パンフレット ※4～11月下旬の期
間内でのご利用が可能です。 ※ご利用の際はご利用3日前までの
事前予約が必要です。 ※有効期限：発行より1年 ※各コースはお
客様の体調等の状態によりご利用をお断りする場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。 ※お客様の安全確保のため走行を
規制させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

飾り用「笑うっす！」赤青ペア
●有限会社 阿波銘木 ●色違い各1個（計2個）、臼寸法：径約
7cm、高さ 約7cm（北海道産材シナ材使用） ●付属品：カラー紐

（紅白マーブル・青白マーブル）、座布団、クラフト箱入り ※商品の
色柄、紐の太さなどの仕様は予告なく変更となる場合がございます。

商品番号 5793-0269 冷凍

商品番号 5793-0113

商品番号 5793-0088

5793-7005  黒
5793-7006  焦茶
5793-7007  茶
5793-7008  赤

5793-7001  黒
5793-7002  焦茶
5793-7003  茶
5793-7004  赤

商品番号
商品番号

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万円
以上

2万8千円
以上

2万円
以上

名入れ可能
名入れ可能

※パッチテスト実施済で、刺激が少ないことを確認しております。また、キ
トサンエキスはカニ殻から甲殻類アレルギーの原因とされるたんぱく質
を除去して製造しております。ただし、全ての方にアレルギーが起こらな
いわけではありません。 ※ご使用後、肌にトラブルが起こった際は、直ぐ
にご使用を中止し、皮膚科等で医師の診察をうけるようにして下さい。 
※ご使用前に、必ず箱に記載の「ご使用の注意」をご一読下さいませ。

2万5千円
以上

2万2千円
以上

モ
イ
ス
チ
ャ
ー
ロ
ー
シ
ョ
ン

モイスチャー
ソープ

エクストリッチ
モイスチャークリーム

ミ
ル
ク

チーズと生ハムのボリュームのあるデラッ
クスセットです。フランス仕込みの職人が
手がける登別ならではのチーズの味をお
楽しみください。トーストやグラタン、ピザな
どにしてとろ～りとろけるチーズやそのまま
ワインなどのおつまみとして召し上がって
いただけるチーズを詰めあわせました。

2万円
以上

2万円
以上

酪農館 
チーズデラックスセット
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●チーズ：12個（4～6種）／硬質タイプ（サトゥナイ約100g、ヌプリベッ約50g、ポンティナ約50g、ラクトム約
50gの4種のいずれかの出荷可能な2～3種、白カビタイプ（ニュービアンカ約120g前後、アラルーシュ約90g前後）とウォッシュタイプ（ピエー
ル・カレ約100g、ルーナ約100g）の4種の中から出荷可能な2～3種、胆振鼓（イブリコ）生ハム約50g×2個 ※チーズの熟成完了後の出荷
となりますので、寄付金のご入金からお届けまでに1～2ヶ月程度のお時間をいただく場合がございます。そのため、発送時期についてはご要望
に添えられない場合がございますので予めご了承ください。 

2万円
以上

初心者の方も経験
者の方も、大自然の
中で馬たちと戯れて
みませんか？【森林
外乗】では、馬場内
で基本操作のレッス
ンを行った後、敷地
内の森林探索コー
スへでかけます。

登別ホースパーク遊駿 森林外乗コース
利用券（約60分、1名様分）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件が記載された利用券×
1枚（1名様分）、周辺観光パンフレット ※対象年齢：小学1年生以上 
※ご利用日の3日前までの事前予約が必要です。※有効期限：発行日
より1年 ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間の他、施設が定め
る特別日はご利用できません。※定休日：12～3月の毎週水曜日

商品番号 5793-0122

2万円
以上

2万4千円
以上
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北海道登別市の代表的な海産物のとびきりな美味しさをお届け
します。仕入れの際、一切妥協を許さない厳しい眼力で北海道
産の最上級品だけを選び抜き、新鮮なうちに塩ゆでしています。

登別黒毛和牛「登別牛」のサーロインス
テーキとのぼりべつ乳清（ホエー）豚のロー
スステーキの2種類をお届けします。

本 格 的なスノー
モービルで北海
道の雪原を疾走
してみませんか？
運が良ければキタ
キツネやエゾリス
に出会えるかも？

車好きにはたまらない観賞用
のオールハンドメイドのデフォル
メカーです。コレクションの1つ
にいかがでしょうか？

東京モーターショー・国産
車や外車のホテルショー・
各社メーカー新型車の施
工・札幌モーターショー等
を手がけるプロの技術で
愛車をピカピカに。

DA CAPO（ダ・
カーポ）シリーズ
のフルラインセッ
トです。

登別温泉街にあ
るお食事処「温泉
市場」で使用でき
るお食事券です。
当店の指定するメ
ニューの中からお
好きなものを選ん
でいただけます。

北海道 登別産旬の毛蟹
500g前後×2杯
●合名会社 マルサン勝間 ●北海道登別産 旬の毛蟹
500g前後×2杯 ※解凍後はお早めにお召し上がり下さい。

北海道 登別産旬の毛蟹
700g～800g×1杯
●合名会社 マルサン勝間 ●北海道登別産 旬の毛蟹700g
～800g×1杯 ※解凍後はお早めにお召し上がり下さい。

北海道 登別産旬の毛蟹
600g～700g×2杯
●合名会社 マルサン勝間 ●北海道登別産 旬の毛蟹600g
～700g×2杯 ※解凍後はお早めにお召し上がり下さい。

北海道 登別産旬の毛蟹
500g前後×3杯
●合名会社 マルサン勝間 ●北海道登別産 旬の毛蟹
500g前後×3杯 ※解凍後はお早めにお召し上がり下さい。

登別牛サーロインステーキ肉とのぼりべつ乳清（ホエー）豚ステーキ肉セット
●有限会社 肉のあさひ ●登別牛サーロインステーキ肉200g×2枚、のぼりべつ乳清（ホエー）豚ロースステーキ150g×5枚

N.O.P登別オフロードパーク 
スノーモービル 約60分利用券（フリーコース）
●のぼりべつトラベルコンダックス ●利用条件が記載された利用
券×1枚（1名様分）、周辺観光パンフレット ※12～3月下旬の期
間内でのご利用が可能です。 ※ご利用の際はご利用3日前までの
事前予約が必要です。 ※有効期限：発行日より1年  ※お客様の
安全確保のため走行を規制させていただくことがありますので、あら
かじめご了承ください。

温泉市場お食事券（松チョイス）

温泉市場お食事券（スペシャルチョイス）

貴方の愛車が輝くワンステップ
コーティング（ガラス、ホイール含まず）

貴方の愛車が輝くボディガラス
コーティング（ガラス、ホイール含まず）
●カービューティープロHARA ●ご利用条件の記載されたサービ
ス引換券1枚、パンフレット（ご利用の前に日程打ち合わせ等が必
要なため、引き換え券の到着後、記載のお問合せ先へご連絡くださ
い） ※有効期限：発行から1年

《車好き注目！》オリジナルデフォルメカー
●Fine Work ●デフォルメカーサイズ：長さ約5cm×幅約3cm、クリア
ケースサイズ：縦約53mm×横約91mm×高さ約49mm 
※①：Fタイプ、②：Lタイプの人気の2種類よりお選び頂けます。

《車好き注目！》
Special オリジナルデフォルメカー
●Fine Work ●デフォルメカーサイズ：長さ約5cm×幅約3cm、クリアケース
サイズ：縦約53mm×横約91mm×高さ約49mm 
※①：Lタイプ、②：Fタイプ、③：Mタイプの人気の3種類よりお選び頂けます。 

商品番号 5793-0527

商品番号 5793-0528

商品番号 5793-0529

商品番号 5793-0530

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

商品番号 5793-0169 冷凍

商品番号 5793-0120

商品番号 5793-0403

商品番号 5793-0402

商品番号 5793-0348

商品番号 5793-0347

②Lタイプ

3 万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

3万円
以上

3万円
以上

5万円
以上

5万円
以上

5万円
以上

15万円
以上

3万円
以上

DA CAPO（ダ・カーポ）モイスチャー
ソープ・ローション・ミルク・セラム 4点セット
●北海道曹達 株式会社 ●モイスチャーソープ80g、ローション125㎖、ミル
ク50㎖、セラム20㎖ 各1個 ※パッチテスト実施済で、刺激が少ないことを
確認しております。また、キトサンエキスはカニ殻から甲殻類アレルギーの原
因とされるたんぱく質を除去して製造しております。ただし、全ての方にアレル
ギーが起こらないわけではありません。 ※ご使用後、肌にトラブルが起こった
際は、直ぐにご使用を中止し、皮膚科等で医師の診察をうけるようにして下さ
い。 ※ご使用前に、必ず箱に記載の「ご使用の注意」をご一読下さいませ。

商品番号 5793-0386

3万8千円
以上

3万2千円
以上

5万3千円
以上

5万1千円
以上

10万2千円
以上

●温泉市場 ●利用条件の記載されたお食事券1枚
※有効期限：発行より1年 ※魚介類を扱っておりますので、季節
によってメニューが変更となる場合がございます。 ※ご利用の際
はお食事券に記載された注意書きをご覧ください。

5793-7074 ①Fタイプ
5793-7075 ②Lタイプ

5793-7076 ①Lタイプ
5793-7077 ②Fタイプ
5793-7078 ③Mタイプ商品

番号

商品
番号

※観賞用となりますので、走りません。あらかじめご了承願います。 ※入金確認後の製作になる場合もありますので、1～2ヶ月程度お待ちいただ
く場合もございますので、あらかじめご了承願います。

①Fタイプ

30万円
以上

北海道くま納豆ミニカップ30個
【3ヶ月連続お届け】

●道南平塚食品 株式会社 
【1回目】北海道くま納豆ミニカップ40g×30個
【2回目】北海道くま納豆ミニカップ40g×30個
【3回目】北海道くま納豆ミニカップ40g×30個
※賞味期限：冷蔵10日、冷凍3ヶ月 ※ご入金確認後、翌月より3ヶ
月連続でお届け致します。 ※冷凍する場合は、約3ヶ月程度保存
可能です。解凍時は冷蔵庫でゆっくり解凍をおすすめ致します。

いろいろ納豆【3ヶ月連続お届け】
●道南平塚食品 株式会社 

【1回目】ブルース納豆×1個、北海道のめかぶ納豆×1個、北海
道の鮭節納豆×2個、北海道産極小粒な納豆×2個

【2回目】文志郎鹿角納豆50g×2P（たれ5g×2）×2個、文志郎
鮭節納豆50g×2P（鮭節たれ30g×2）×2個

【3回目】北海道のわら納豆〈大粒〉80g×3個、北海道のわら納
豆〈小粒〉80g×3個、道産納豆〈大粒〉（45g×2P）×2個、道産
納豆〈黒豆〉（45g×2P）×2個
※賞味期限：冷蔵10日 ※ご入金確認後、翌月より3ヶ月連続で
お届け致します。 ※冷凍する場合は、約3ヶ月程度保存可能で
す。解凍時は冷蔵庫でゆっくり解凍をおすすめ致します。 

北海道のガッツリ納豆極小粒
（100g×3入）10個【3ヶ月連続お届け】

●道南平塚食品 株式会社 ●ガッツリ納豆極小粒（100g×3）
×10個を3ヶ月連続お届け ※賞味期限：冷蔵10日 ※ご入金
確認後、翌月より3ヶ月連続でお届け致します。 ※冷凍する場合
は、約3ヶ月程度保存可能です。解凍時は冷蔵庫でゆっくり解凍
をおすすめ致します。

北海道人気ラーメン【3ヶ月連続お届け】
●株式会社 望月製麺所

【1回目】登別閻魔らーめん2食入×3袋（6食）
【2回目】トマトラーメン2食入×3袋（6食）
【3回目】室蘭カレーラーメン2食入×3袋（6食）
※賞味期限：冷蔵21日 ※入金確認後、翌月以降のお届けとな
りますので、予めご了承願います。

のぼりべつのスイーツセット【３ヶ月連続お届け】
●株式会社 のぼりべつ酪農館、社会福祉法人登別さいわい福
祉会、株式会社わかさいも本舗

【1回目】のむフロマージュ（プレーン）・のむフロマージュ（アロニ
ア）各150㎖×2本、のぼりべつとろ～りプリン95g×2本（計6本）

【2回目】豆乳シフォンケーキ（プレーン、紅茶、ココア 各1）計3個
【3回目】登別閻魔やきそばせんべい2箱セット（1箱に18g×5袋） 
※賞味期限：最短10日 ※入金確認後、翌月から3ヶ月連続のお
届けとなりますので、予めご了承願います。 

のぼりべつ牛乳3本（1,000㎖×3本）
●株式会社 のぼりべつ酪農館 ●65度30分殺菌（パスチャライズド牛乳）生乳
100％使用1,000㎖×3本 ※沖縄・離島のお届けは出来ません。あらかじめご了
承ください。 ※入金確認後、翌月以降のお届けとなりますので、予めご了承願い
ます。 ※お受け取りの曜日、日にち指定は出来かねますので、あらかじめご了承願
います。 ※事前に出荷予定のご案内をメールにて配信させていただきます。 ※寄
附者様のご都合により返礼品を受け取れない又は受取が遅れた場合は再送の
手配はいたしかねますので予めご了承願います。 ※賞味期限：製造より冷蔵8日

のぼりべつ
乳清（ホエー）豚よくばりセット

【４ヶ月連続お届け】
●有限会社 肉のあさひ

【1回目】のぼりべつ豚ロース（しゃぶしゃぶ用500g・す
き焼き用500g）

【2回目】のぼりべつ乳清（ホエー）豚ロース（みそ漬）
100g×10枚

【3回目】のぼりべつ乳清（ホエー）豚の
・はるおのバラチャーシュー（400g以上）1本
・バラ肉豚丼用（300gタレ付）1パック
・バラ肉みそ丼用（300gタレ付）1パック
【4回目】のぼりべつ乳清（ホエー）豚100％ハンバー
グ120g×6個
※入金確認後、翌月から４ヶ月連続のお届けとなりま
すので、予めご了承願います。

のぼりべつの海の恵みセット
【3ヶ月連続お届け】

●丸勝水産株式会社、浜辺商店
【1回目】おいしいかにみそ80g：1個／かに甲羅盛
り200g：2個

【2回目】登別地獄味めぐり（ほっけ）：2枚／登別
地獄味めぐり（さば）：2枚

【3回目】登別昆布200g×3袋
※入金確認後、翌月から3ヶ月連続のお届けとな
りますので、予めご了承願います。 

のぼりべつのこだわり定期便【6ヶ月連続お届け】
●有限会社肉のあさひ、株式会社伊奈不動産、北海道きのこ王国（株式会社北海道名販）、北海
道熊笹本舗、丸勝水産株式会社、株式会社 のぼりべつ酪農館

【1回目】のぼりべつ乳清（ホエー）豚100％ハンバーグ120g×6個
【2回目】エゾ鹿缶詰（大和煮・味噌煮・カレー煮）6号缶 各1個計3個入り　
【3回目】北海道フキと天ぷら煮・うま煮 各1kg×1袋 計2kg
【4回目】北海道産熊笹100％使用 えぞ熊笹そば1袋（110g×2食入り・つゆ付）×3袋
【5回目】登別地獄味めぐり（ほっけ）2枚、鬼に金棒（花咲ガニのスープ）2本
【6回目】のむフロマージュ（プレーン・アロニア）各150g×2本、のぼりべつ牛乳プリン各78g×2個、
のぼりべつレアチーズプリン各78g×2個、プリモ・プロヴォローネ130g×2個
※入金確認後、翌月から6ヶ月連続のお届けとなりますので、予めご了承願います。 

のぼりべつの肉よくばりセット【6ヶ月連続お届け】
●株式会社 のぼりべつ酪農館、有限会社 肉のあさひ

【1回目】ソーセージ（プレーン・スパイス・黒ゴマ）各100g×3袋・熟成ステーキベーコン約130g×2袋
【2回目】登別牛肩ロースすきやき用600g
【3回目】登別牛サーロインステーキ用200g×2枚、のぼりべつ乳清（ホエー）豚バラ肉豚丼用（300g
タレ付）1パック

【4回目】のぼりべつ乳清（ホエー）豚のはるおのバラチャーシュー（400g以上）1本、登別牛100％ハ
ンバーグ120g×5個

【5回目】味付ジンギスカン約2.4kg（ステーキ、ロース、ショルダー各800g（肉約560g、たれ約240g）
【6回目】のぼりべつ乳清（ホエー）豚100％ハンバーグ120g×6個
※入金確認後、翌月から6ヶ月連続のお届けとなりますので、予めご了承願います。

商品番号 5793-0285
商品番号 5793-0525

商品番号 5793-0518

商品番号 5793-0342
商品番号 5793-0549

商品番号 5793-0239

商品番号 5793-0550

商品番号 5793-0501 商品番号 5793-0238

冷蔵冷凍

冷蔵冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

4万円
以上

1万5千円
以上

3万円
以上

登別産毛蟹
1万5千円
以上

のぼりべつの定期便 1万6千円
以上

商品番号 5793-0495

商品番号 5793-0496
3万円
以上

3万円
以上

3万円
以上

1万5千円
以上

【3ヶ月連続お届け】

【6ヶ月連続お届け】

2万5千円
以上

冷蔵

冷蔵

10万円
以上


