
寄附の申込み、
使途に関するお問合せ

お礼の品に関するお問合せ

赤平市企画課企画調整係 〒079-1192 北海道赤平市泉町４丁目１番地
TEL.0125-32-1834（受付時間 平日 8:30～17:00）FAX. 0125-32-5033  メールアドレス  kikaku@city.akabira.hokkaido.jp

ふるさと納税商品お問合せセンター
TEL.0120-977-050 （受付時間／9:30〜18:00　休日：土日祝・12/29〜1/3）

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2週間〜2ヶ月でのお届けを予定しております。 ●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。 ●商品到着後の返品・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。 ●季節商品等はお届け情報をご確認ください。 ●冷蔵商品は発送前にご連絡いたします。 ●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。 ●カタログ掲載商品は印刷再現上、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。小物類は商品に含まれません。 ●商品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、
メーカーや施設の都合など、やむを得ない事情により内容変更や取扱いを中止する場合がございます。 ●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

入金方法

後日、赤平市役所企画課企画調整係窓口にてお支払いください。

ホームページ ｢ふるさとチョイス｣ からお申込み後、
Ｙahoo！公金支払の決済画面からご決済をお願いいたします。

＜送り先＞〒079-1192　北海道赤平市泉町４丁目１番地 企画課企画調整係
※寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

寄附申し込み後、寄附者様宛てに払込取扱票を送付させていただきます。最寄りの
郵便局からお振込みください。寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

クレジットカード

払込取扱票

現金書留

自治体窓口

手数料無料

―

郵送料はご負担ください。

赤平市で負担いたします。

ふるさと納税 感謝特典制度のご案内
北海道 赤平市

赤平市外から1万円以上のご寄附をいただいた皆様に。

赤平市内事業者等の協力により、「お礼の品」を差し上げます。
1万円以上ご寄附をされた市外在住の方にお好きなお礼の品を１品差し上げます。

年度内、何回でもご利用いただけます。

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
金方法をお選びいた
だき、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

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

（※2）

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

※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
申告者の氏名で発行します。再発行や発行後の氏名変
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。

①所得税・住民税で控除
 ②住民税で控除（※3）

③市民自らのまちづくりに
資する事業

②子どもたちが元気で
健やかに育つための事業

①命と健康を守るため
地域医療の充実を図る事業

④炭鉱遺産を保存・継承した
まちづくりに資する事業

ふるさと納税の使いみち 申込書に寄附金の使途を選択してください。

⑥いずれも指定がない場合は、
市長が使途を決定します。

⑤その他まちづくりに
資する事業

カタログ有効期限／2018年3月末　カタログコード5665

H O K K A I D O  A K A B I R A

北海道赤平市ふるさと納税
お 礼 の 品 カ タ ロ グ
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赤平市は北海道のほぼ中央に位置し、かつて

石炭で栄えた自然豊かなまちです。

この度、赤平市を応援していただける皆様に

まちの自慢の特産品をお礼の品としてご用意さ

せていただきました。皆様には、あかびらガンバレ

応援寄附金（ふるさと納税）をとおして、赤平市

のまちづくりに応援をいただき、赤平市の魅力を

知っていただければ幸いです。

北海道 赤平市 
市長 菊島好孝

北の大地のおくりもの
ご寄附をいただいた皆様に
感謝を込めてお届けいたします。

赤平名物がんがん鍋にも使われる豚ホルモンをみそで
味付けした手作りみそ味ホルモンと味付ジンギスカンを
一緒にお届け。遠方からも訪ねてくる人がいるほど人気
の滝本商店の味わいを家庭でお楽しみいただけます。

商品番号 5665-0001
たきもとのホルモン（みそ味）、
味付ジンギスカン
●有限会社滝本商店 ●みそ味ホルモン500g（肉450g+たれ
50g）×2袋、味付ジンギスカン500g（肉350g+タレ150g）×2袋 

〔賞味期限〕冷凍1年

冷凍

1万円以上の

寄附で貰える
お礼の品

緑豊かな自然に育まれた

農業とものづくりのまち赤平。

北海道 赤平市自慢の特産品を

皆様にお届けします!

向井さんが作ったとうもろこし
●向井農園 ● Lサイズ 10本 
●受付締切：2017年8月末まで ●出荷時期：2017年8月20日頃〜2017年9月15日頃 
※出荷時期になりましたら、別途メールにてお届けについてのご案内をさせていただきます。
※天候や発育によりお届け日程がずれることがあります。 

赤平の自然がとうもろこしを甘く、大きく育てます。甘さが凝縮されたとうもろこし 
Lサイズ10本をお届けします。

商品番号 5665-0217 冷蔵

冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵

赤平市に牧場がある北海道
サフォーク牧場のワインラムを
使用した味付きジンギスカン
です。近隣のワイナリーから確
保したぶどうの搾りかすを与
え、健康に育ったラム肉です。

豚ホルモンをみそ味に
した手づくりみそホル
モンと秘伝のタレで味
付けした牛カルビと牛
ハラミ（サガリ）を一緒
にお届け。

北海あいがもは、赤平市で生
産されている鴨です。もともと
外食店向けで生産しており、
全国有名店で使用してる食
材です。その鴨肉を鍋用として
セットにしました。

北海道ジンギスカン
●株式会社アイマトン 
●北海道ジンギスカン（肉200g・たれ100g）×2袋

人気の特製ホルモン入り3種の焼肉セット
●有限会社滝本商店 ●ホルモン（みそ味）500g×1袋、牛カル
ビ250g×1袋、牛ハラミ（サガリ）250g×1袋

北海あいがも鴨鍋
●株式会社アイマトン ●赤平産鴨スライス180g×1、鴨つみれ
100g×1、鴨鍋のタレ250ml×1

冷凍 冷凍 冷凍商品番号 5665-0143 商品番号 5665-0124 商品番号 5665-0144

栄養豊富な春アスパラは、一口食
べれば甘みたっぷり、みずみずしさが
広がる自慢のアスパラです。夏アス
パラは、若干色が薄いのが特徴で
す。しっかりとした甘みがあり、長く伸
ばしてから収穫しているので下まで
柔らかく、夏ならではのBBQで1本丸
ごと焼いて贅沢に食べるのがオスス
メです。

ほりぐち農園の朝もぎ 
グリーンアスパラ
●ほりぐち農園 ●グリーンアスパラ約1kg

（サイズ混合2L,L,M） 

冷蔵

商品番号 5665-0193

商品番号 5665-0194

※ 天候や発育によりお届け日程がずれることが
あります。 〔賞味期限〕冷蔵7日 

春

夏

●受付締切：6月上旬まで 
●出荷時期：4月中旬から6月中旬まで

●受付締切：6月中旬〜8月上旬まで 
●出荷時期：7月上旬から8月中旬まで



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

3 4冷凍便にてお届け冷凍

北海道赤平市産 
ななつぼし 5kg 
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kg  
※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。

商品番号 5665-0148

商品番号 5665-0002
あかびらかりんとセット（8個入り）
●植栄商事株式会社 ●おからかりんとう90g×2個、赤じゃが
かりんとう80g×2個、石炭かりんとう・ごましおかりんとう・カ
レーかりんとう・しょうゆかりんとう各80g×1袋

炭鉱町の文化を大切にしたいとの思いをこめて作った紫芋を使用した「石炭かり
んとう」をはじめ、6種類の味を詰め合わせたかりんとうセットです。

赤
平
米
の

エリエール贅沢保湿200組×12箱
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●200組×12箱 
●ダンボールサイズ385×347×257㎜

商品番号 5665-0145

ふんわりやわらかな肌ざわりはそのままに、さらにCute
なかわいいデザインへとリニューアル。いろんな置き
場所にも困らないコンパクトサイズのティシュー。

エリエールティシュー 
キュート160W5P×12パック
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●160組×5P×12パッ
ク/計60箱 ●ダンボールサイズ472×465×342㎜

商品番号 5665-0153

本物のししゃもは北海道の太平洋沿岸でしか獲ることのできない大変希少な魚で
す。脂ののりや卵の大きさなど、そのおいしさに驚くこと間違いなしです。食塩のみで
味付けし乾燥していますので魚の旨みが凝縮されています。

北海道産ししゃもメス
●岡田水産北海道株式会社 ●1箱（メス30尾入り）

冷凍商品番号 5665-0114

保湿成分「グリセリンコラーゲン」に加え、天然由来の
「高分子保水成分」を配合、鼻のまわりが赤くなる前に
やさしくいたわり、空気中の水分をとりこんでくれます。

商品番号 5665-0189
エリエール北海道キッチン4ロール×12パック計48ロール
●エリエールビジネスサポート株式会社 ● 4ロール×12パック ●ダンボールサイズ 418×618×463㎜

北海道の特産品を
パッケージにデザイ
ンしたキッチンタオ
ル。水も油もしっか
り吸収し、濡れても
破れにくいパルプ
100%のキッチンタ
オルです。また、電
子レンジにも使用
可能です。

柔軟剤技術の改
良で、ふっくらやわ
らかな肌ざわりで
す。パルプ100％、
天然ハーブオイル
配合でリラックス
感のある香りつき
です。

柔軟剤技術の改
良で、ふっくらやわ
らかな肌ざわりで
す。パルプ100％、
天然ハーブオイル
配合でリラックス
感のある香りつき
です。

エリエールトイレットティシュー 
12R（S60m）×8 パック
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●12ロール×8パック 
●パルプ100% ●ダンボールサイズ351×821×403㎜

商品番号 5665-0155

さりげなく華やかな、優しい花柄のプリントで優雅な
花の香りです。

エリエール トイレットティシュー
フラワープリント 12R（W）×8 パック
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●12ロール×8パック 
●パルプ100% ●ダンボールサイズ351×821×403㎜

商品番号 5665-0146

天然由来のW消臭
成分（柿タンニン＆
茶カテキン）配合で
気になるニオイを
しっかり消臭。爽や
かさ・清潔感を感じ
られる「フレッシュク
リアの香り」で素敵
なトイレ空間に。

エリエール消臭プラストイレットティシュー
12R（ダブル 25m）×8パック（計 96 ロール）
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●12ロール×8パック●ダンボールサイズ351×821×403㎜

商品番号 5665-0156
エリエールトイレットティシュー12R

（W30m）×8 パック
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●12ロール×8パック 
●パルプ100% ●ダンボールサイズ351×821×403㎜

商品番号 5665-0154

200組12箱
8パック
（計96ロール）

8パック
（計96ロール）

8パック
（計96ロール）

5箱12パック（計60箱）

8パック（計96ロール）

12パック（計48ロール）

良食味米が収穫されると定評の
ある赤平市で育った「ななつぼ
し」です。つや・粘り・甘みのバラ
ンスが抜群であり冷めてもおいし
さが長持ちし、お弁当やお寿司な
どにも合う品種です。北斗七星
のように輝いてほしいという願い
が込められて名付けられました。

商品番号 5665-0104
北海道赤平市産 
ゆめぴりか 特別栽培米 5kg
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kg  
※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

商品番号 5665-0105
北海道赤平市産 
きたくりん 特別栽培米 5kg
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kg   
※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

こしひかりをはじめ錚々たる遺伝子を持つ
「ゆめぴりか」は、粘りが強く、噛んだときの
甘みが抜群!「きたくりん」は農薬を慣行の
半分以下に抑え、「北の大地のクリーンな
お米」と命名された艶・粘り・甘みのバランス
が良いお米です。
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1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

商品番号 5665-0209
木のカードケース〈道南杉S型〉
●武藤工業株式会社 
●サイズ：100×60×3㎜、重さ：3g、材質：道南杉材 突板 

商品番号 5665-0210
木のカードケース〈椴松（トドマツ）T型〉
●武藤工業株式会社 
●サイズ：100×60×3㎜、重さ：3g、材質：椴松材 突板　

北海道産の木材（道南杉）で作ったカードケースです。
木材を0.3ミリほどに薄く削って裏に紙を貼る加工をし
た突板を使用し、木目の美しさを充分に生かしたもので
す。塗装は天然素材の蜜蝋ワックス（蜜蝋とエゴマ油
の主成分）を塗りしっとりとした風合いになっています。

北海道産の木材（トド松）で作ったカードケースです。木
材を0.3ミリほどに薄く削って裏に紙を貼る加工をした突
板を使用し、木目の美しさを充分に生かしたものです。
　塗装は天然素材の蜜蝋ワックス（蜜蝋とエゴマ油の
主成分）を塗りしっとりとした風合いになっています。 商品番号 5665-0249

木製置時計
●空知単板工業株式会社 ●サイズ：高さ110×幅110×厚み30
㎜（ネジの高さ除く）、単三電池1本付き、枠部に道産シナ無垢材
使用（無塗装）、文字盤にチェリー材（ウレタンクリア仕上げ）、表面
保護にアクリル板（4箇所ネジ止め）

道産シナ無垢材使用の置時計です。外側は無塗装
ですので小さいお子様が居るお部屋での使用も安
心して置いていただけると思います。

※ご入金確認後、お届けまで1～2ヶ月程度かかる場合があります。

商品番号 5665-0195
インテリア用組み立ていす（1人用）
●武藤工業株式会社 ●サイズ：゙190×190×430cm（完成時）、
重さ：450g、材質：松材

商品番号 5665-0205
木製 正座いす（組立式）
●武藤工業株式会社 ●サイズ：200×120×100cm、重さ：
270g、材質：道南杉、耐荷重：80kg

ミニチュア木製いすの組立キットです。上に花瓶や人形
を置いたり室内のインテリアにと、様々な場面でお部屋
を楽しく演出してくれます。

バックに入れて持ち運べる
組立式の正座いすです。で
きるだけコンパクトにして軽く
やわらかい材質の道南杉で
造りました。使用しても目立
たなく安心して座れます。

1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

ころころカーキットとレーサーカーキット
●武藤工業株式会社 ●ころころカーキット（サイズ：120×80×55㎜、重さ：
120ｇ、材質：松材・ラワン材、レーサーカーキット（サイズ：180×85×65㎜、
重さ：180ｇ、材質：松材・ラワン材）、対象年齢：幼児〜小学校低学年 
※お届けまで、ご入金確認後 1〜 2ヶ月程度かかる場合があります。

商品番号 5665-0197

丸い形をした小型の可愛い車と、シャープな形をしたかっこいい
レーサーカーとの2つの組立キットをセットでお届けします。ばら
ばらの状態のキットを送付いたしますので、お子様と一緒に楽し
みながら簡単に組み立てることができます。組立後は、お好み
の色を付けたり、マークを入れたり、オリジナルカーの完成です。

男の子だけでなく女の子にも人気がある車のおも
ちゃ。職人が一つずつ手作りで作成しておりますので、
ひとつづつ風合いが異なります。お子様にもご安心し
てお使いいただけます。一緒に組立から楽しめるよう商
品はキットの形で送付し、作成に使用する木製木づち
も一緒にお届けします。

職
人
の
技

赤
平
の

木
製
品

ブルドーザー

ショベルカー

ダンプカー

商品番号 5665-0206
旧住友赤平炭砿立坑ペーパークラフトキット
●武藤工業株式会社 ●完成時サイズ：250×130×110㎜、重さ：42g、材質：カラーペーパー 

かつて隆盛していた炭砿
の街 赤平の象徴、旧赤平
住 友 炭 砿の立 坑をペー
パークラフトで再現しまし
た。緻密な作業で組み立て
ていくうちに、見事な立坑
が姿をあらわします。完成し
た立坑には、石炭とツルハ
シのシンボルマークがつい
ています。

商品番号 5665-0239
丸型小銭入れ
●株式会社いたがき ● H70×W90×D15㎜、重さ：22g

薄くてコンパクトな
コインケースです。

商品番号 5665-0199
はたらくくるまシリーズ 〜ショベルカー〜
●武藤工業株式会社 ●サイズ：270× 120× 60㎜、重さ：
270g、材質：松集成材・合板ベニア、対象年齢：小学生から

商品番号 5665-0200
はたらくくるまシリーズ 〜ダンプカー〜
●武藤工業株式会社 ●サイズ：210× 120× 60㎜、重さ：
370g、材質：松集成材・合板ベニア、対象年齢：小学生から

商品番号 5665-0198
はたらくくるまシリーズ 〜ブルドーザー〜
●武藤工業株式会社 ●サイズ：290× 120× 60㎜、重さ：
290g、材質：松集成材・合板ベニア、対象年齢：小学生から

木合板を使って、歯車（ギア）の組み合わせ図案で６種のジグソーパズルを作りました。No.7〜No.12は、数字が大きくなる
ほど難しくなります。パズルは脳を刺激し、考える力や豊かな想像力を養うとされています。お子様から高齢者の方まで幅広
い年代の方にお楽しみいただけます。大判なので扱いやすく小さいお子様と一緒にご家族でパズルを埋めてください。

ギアジグソーパズル ワイド
●武藤工業株式会社 ●サイズ：300×300×22㎜、重さ：655ｇ、
材質：シナ合板・松材

商品番号 5665-0216 No.7

商品番号 5665-0224 No.10

商品番号 5665-0222 No.8

商品番号 5665-0225 No.11

商品番号 5665-0223 No.9

商品番号 5665-0226 No.12

ギアジグソーパズル 
ミニ（2個セット）
●武藤工業株式会社 
●サイズ：120×120×22㎜、重さ：140g、材質：シナ合板・松材 
対象年齢：子供〜高齢者まで

商品番号 5665-0213
A（No.7 & No.10）

商品番号 5665-0214
B（No.8 & No.11）

商品番号 5665-0215
C（No.9 & No.12）
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2万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

豚ホルモンと味付けジンギスカンに
牛カルビと牛ハラミ（サガリ）を一緒
にお届け。

焼肉ジュウジュウ! 4種の焼肉セット
●有限会社滝本商店 ●ホルモン500g×1袋、味付けジンギスカン500g×1袋、牛カルビ250g×2袋、
牛ハラミ（サガリ）250g×2袋

冷凍商品番号 5665-0125

仔羊のラム肉に秘伝のタレで味付け
した牛カルビと焼肉の定番牛ハラミ
（サガリ）の焼肉セット。

焼肉ジュウジュウ! 3種の焼肉セット
●有限会社滝本商店 ●牛カルビ250g×2袋、牛ハラミ（サガリ）250g×2袋、味付けラム500g×1袋

冷凍商品番号 5665-0126

2 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

商品番号 5665-0147
北海道赤平市産  特別栽培米2銘柄 各5kg
●有限会社カワサキ森田屋 ●ゆめぴりか・きたくりん各5kg
※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

赤平市が自信を持ってお届けする特別栽培米2銘柄 
｢ゆめぴりか｣｢きたくりん｣をお届けします。

商品番号 5665-0227
無洗米北海道赤平産 ゆめぴりか特別栽培米5kg
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kg ※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

北海道が誇る最高級のお米をめざし、誕生したのが「ゆめぴりか」です。ほどよい粘りと甘み、やわらか
さ、そしてつややかな炊きあがりの美しさを持つ北海道米の最高峰「ゆめぴりか」は、まさに、ごはんその
ものがご馳走になるお米です。

こしひかり、あきたこまち、きらら397など
錚々たる遺伝子の「ゆめぴりか」は、粘り
が強く、噛んだときの甘みが抜群です。

「きたくりん」は農薬を慣行の半分以下
に抑え、「北の大地のクリーンなお米」と
いう特徴・背景から命名された艶・粘り・
甘みのバランスが良いお米です。

商品番号 5665-0106
北海道赤平市産 
ゆめぴりか 特別栽培米 10kg
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kg×2袋 
※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

商品番号 5665-0107
北海道赤平市産 
きたくりん 特別栽培米 10kg
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kg×2袋   
※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

無洗米

赤
平
米
の

プレイングドル入れ
●株式会社いたがき ●H75×W110×D20㎜、重さ：50g、外装：外ポケット×1、
内装：中仕切りポケット×1 ※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上かかります。

商品番号 5665-0095

ばね式の金具にお札を挟み
込むタイプの札入れは、コ
ンパクトを好む方にお勧
めの逸品。最大で30
枚程度のお札が収
納できます。

財布 札ばさみ
●株式会社いたがき ●H95 ×W97×D6㎜、重さ：45g
※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上かかります。

商品番号 5665-0240

ファスナータイ
プのベーシック
なペンケース。
10本程度の収
納可能。

ペンケース
●株式会社いたがき ●H45×W195×D40㎜、重さ55g 
※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上かかります。

商品番号 5665-0241 IDストラップ
● 株 式 会 社 いたがき ● H80×
W106×D3㎜、重さ50g、ストラップ

（取り外し可能、47cm）名刺サイズ 
※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月
以上かかります。

商品番号 5665-0242

IDカードケース、ストラップ付で
すので首から下げてお使いに
なれます。

職
人
の
技

赤
平
の

革
製
品

カード（2、3枚程度）が入
るサイズの、コインケース。 
外ポケット付き。外ポケット
は頻繁に使用するポイント
カードや、SuicaなどのICタ
イプのカードを入れておく
のにも便利です。
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2 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

エリエール ティシューキュート 60 箱と  
トイレットティシュー（ダブル）96 ロール
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●ティシューキュート160ダブル5P×12パック／計60箱（ダ
ンボールサイズ：472×465×342mm）、トイレットティシュー12R（ダブル30m）×8パック／計96ロール

（パルプ100％、ダンボールサイズ351×821×403mm）※2個口でのお届けになります。

商品番号 5665-0158
エリエール 贅沢保湿 12 箱と 
トイレットティシューフラワープリント（ダブル）96 ロール
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●贅沢保湿200組×12箱（ダンボールサイズ385×347×257
㎜）、トイレットティシューフラワープリント12R（ダブル）×8パック／計96ロール（パルプ100％、ダンボール
サイズ351×821×403㎜）※2個口でのお届けになります。

商品番号 5665-0157

お鼻のまわりをやさしくいたわってく
れる｢贅沢保湿｣。優しい花柄のプ
リントで優雅な花の香りの｢トイレッ
トティシューフラワープリント12R
（ダブル）｣のセットです。

エリエール ティシューキュート 60 箱と 
トイレットティシュー（シングル）96 ロール
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●ティシューキュート160ダブル5P×12パック／計60箱（ダ
ンボールサイズ：472×465×342mm）トイレットティシュー12R（シングル60m）×8パック／計96
ロール（パルプ100％、ダンボールサイズ351×821×403mm）※2個口でのお届けになります。

商品番号 5665-0159

毎日使うものだから、ふんわりやわらか
な肌ざわりを大切にしています。ティ
シューとトイレットティシュー（シング
ル）のセットです。

エリエール 贅沢保湿 12 箱と 
トイレットティシュー（ダブル）96 ロール
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●贅沢保湿200組×12箱（ダンボールサイズ385×347×257
㎜）、トイレットティシュー12R（ダブル30m）×8パック／計96ロール（パルプ100％、ダンボールサイズ351
×821×403㎜）※2個口でのお届けになります。

商品番号 5665-0187

お鼻のまわりをやさしくいたわってくれる｢贅沢保湿｣とトイレットティシュー（ダブル）
のセットです。

エリエール 贅沢保湿 12 箱と 
トイレットティシュー（シングル）96 ロール
●エリエールビジネスサポート株式会社 ●贅沢保湿200組×12箱（ダンボールサイズ385×347×257
㎜）、トイレットティシュー12R（シングル60m）×8パック／計96ロール（パルプ100％、ダンボールサイズ
351×821×403㎜）※2個口でのお届けになります。

商品番号 5665-0188

お鼻のまわりをやさしくいたわってくれる｢贅沢保湿｣とトイレットティシュー（シング
ル）のセットです。

毎日使うものだから、ふんわり
やわらかな肌ざわりを大切にし
ています。ティシューキュートと
トイレットティシュー（ダブル）の
セットです。

3万円以上の

寄附で貰えるお礼の品
5㎏3回お届け

錚々たる遺伝子を持つ
「ゆめぴりか」は、粘りが
強く、甘みも抜群です。

「きたくりん」は農薬を慣
行の半分以下に抑えた

「北の大地のクリーンな
お米」として命名された
艶・粘り・甘みのバランス
が良いお米です。

商品番号 5665-0108
北海道赤平市産 ゆめぴりか  
特別栽培米 5kg×3回
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kgを3ヶ月続けてお届け 
※ご入金確認後、翌月から3ヶ月続けてお届けします。天
候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

商品番号 5665-0109
北海道赤平市産 きたくりん  
特別栽培米 5kg×3回
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kgを3ヶ月続けてお届け 
※ご入金確認後、翌月から3ヶ月続けてお届けします。天
候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

赤
平
米
の

商品番号 5665-0228
無洗米北海道赤平産 ゆめぴりか 
特別栽培米10kg
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kg×2袋
※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

北海道が誇る最高級のお米をめざし、誕生した
のが「ゆめぴりか」です。ほどよい粘りと甘み、や
わらかさ、そしてつややかな炊きあがりの美しさ
を持つ北海道米の最高峰「ゆめぴりか」は、ま
さに、ごはんそのものがご馳走になるお米です。

無洗米

手づくりみそ味ホルモ
ン、味付けジンギスカ
ン、牛カルビ、牛ハラミ

（サガリ）、ラム肉の焼
肉セット。

今夜は焼肉! 5種類の豪華焼肉セット
●有限会社滝本商店 ●ホルモン（みそ味）500g×3袋、味付けジンギスカン500g×2袋、牛カルビ
250g×2袋、牛ハラミ（サガリ）250g×2袋、味付けラム500g×1袋 〔賞味期限〕冷凍7日

冷凍商品番号 5665-0127

12箱
8パック 8パック

8パック

※配送につきましてはご入金確認後翌月のお届けとなりますので予めご了承願います。

12箱

12箱

8パック

60箱

60箱

8パック
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商品番号 5665-0196
女の子に大人気！ままごとセット
●武藤工業株式会社 ●包丁（サイズ：45×200×10㎜、 重さ：30ｇ、材質：松材）、フライ返し（サイ
ズ：50× 200× 10㎜、重さ：30ｇ、材質：松材）、まな板（サイズ：200× 300× 10㎜、重さ：250ｇ、
材質：シナ合板）、フライパン丸（ サイズ：140×255×10㎜、重さ：90ｇ、材質：松材）、おたま（サイズ：
70×200×10㎜、重さ：30ｇ、材質：松材）、ガステーブルおもちゃ箱（サイズ：325×225×120㎜、
重さ：1ｋｇ、材質：松材）、対象年齢：幼児〜小学校低学年

女の子に大人気のままごと用品のセットです。
少し大きめのサイズに作っており、お子様がお
友達やご姉妹と一緒に、ままごと遊びを楽しん
でいただけます。おもちゃ箱をひっくり返すとガ
スレンジ台になり、遊びがおわったら、ままごと
セットを入れてお片付け箱となります。

商品番号 5665-0201
はたらくくるまシリーズ 3種セット
●武藤工業株式会社 ●ブルトーザー：サイズ：290× 120× 60㎜、重さ：290ｇ、材質：松集成材・合板
ベニア、ショベルカー：サイズ：270×120×60㎜、重さ：270ｇ、材質：松集成材・合板ベニア、ダンプカー：
サイズ：210×120×60、重さ：370ｇ、材質：松集成材・合板ベニア、対象年齢：小学生から

はたらくくるまの3つの組立キットをセットでお届けします。職人が手作りしているた
め、ひとつずつ風合いが異なり木のぬくもりをいつまでも感じられる車のおもちゃで
す。一緒に組立から楽しめるよう商品はキットの形で送付し、作成に便利な木製木
づちも一緒にお届けします。出来上がったら、お友達と楽しくごっこ遊びができます。

商品番号 5665-0202

木製積み木・椴
トド

松
マツ

 40ピース
●武藤工業株式会社 ●サイズ：350×230×80㎜、重さ：19ｋｇ、材質：積み木（北海道産 椴松（ト
ドマツ）・箱（シナ合板）、対象：幼児から小学校高学年

職人が一つ一つ手作りした積み木のセットです。使いやすく飽きのこない松材で出
来ています。いろいろな形のつみ木がたくさん入っているため、ご家族やお子様同
士などたくさんの人数で遊ぶこともできます。ご出産・お誕生日などの贈り物にもぴっ
たりの商品です。道産 椴松（トドマツ）は白肌が特徴です。　

木の名刺入れ＆
カードケースセット〈道南杉 S 型〉
●武藤工業株式会社 ●名刺入れ道南杉S型：サイズ：110×70×13㎜、重さ：32
ｇ、材質：道南杉突板加工・側面芯材道南杉、カードケース道南杉SK型：サイズ：100
×60×3㎜、重さ：3g、材質：椴松材 突板

商品番号 5665-0211

北海道産の木材で作った名刺入れとカードケースのセットです。木材を
0.3ミリほどに薄く削って裏に紙を貼る加工をした突板を使用し、木目の
美しさを充分に生かしたものです。塗装は天然素材の蜜蝋ワックス（蜜
蝋とエゴマ油の主成分）を塗りしっとりとした風合いになっています。手
になじんであたたかみのある使い心地をお楽しみください。

木の名刺入れ＆カードケースセット〈椴
トド

松
マツ

T 型〉
●武藤工業株式会社 ●名刺入れ椴松（トドマツ）T型：サイズ：110×70×13㎜、
重さ：32g、材質：椴松突板加工・側面芯材ペーパーウッド、カードケース椴松（トドマ
ツ）TK型：サイズ：100×60×3㎜、重さ：3g、材質：椴松材 突板

商品番号 5665-0212

商品番号 5665-0203
木製積み木・道南杉 40ピース木製
●武藤工業株式会社 ●サイズ：350×230×80㎜、重さ：17ｋｇ、材質：積み木（北海道産 道南杉・
箱（シナ合板）、対象：幼児から小学校高学年　

職人が一つ一つ手作りした積み木のセットです。使いやすく飽きのこない松材で出
来ています。いろいろな形のつみ木がたくさん入っているため、ご家族やお子様同
士などたくさんの人数で遊ぶこともできます。ご出産・お誕生日などの贈り物にもぴっ
たりの商品です。道南杉の軽さ、やわらかさが特徴な積み木です。　　

5665-0211 5665-0212

※ご入金確認後、お届けまで1～2ヶ月程度かかる場合があります。

【3 回お届け】エリエール贅沢保湿（200 組×12 箱）
●エリエールビジネスサポート株式会社 
●200組×12箱、（ダンボールサイズ385×347×257㎜）×3回お届け
※入金確認後、翌月に1回目のお届けとなります。以降4ヶ月ごとに計3回のお届けとなります。

商品番号 5665-0237

エリエール人気商品！贅沢保湿ティシューを4ヶ月ごと3回に分けて定期的にお届け
致します。保湿成分「グリセリン」と、天然由来成分「コラーゲンエキス」を配合。乾燥
期でもしっとり感を保ち、鼻のまわりが赤くなる前にやさしくいたわります。肌がデリケー
トな方や花粉症などにより鼻かみ頻度が増える時期にもぴったりのティシューです。

【3 回お届け】エリエール消臭プラストイレットティシュー 
12R（ダブル 25m）×8パック（計 96 ロール）
●エリエールビジネスサポート株式会社 
●12ロール×8パック（ダンボールサイズ351×821×403㎜）×3回お届け
※入金確認後、翌月に1回目のお届けとなります。以降4ヶ月ごとに計3回のお届けとなります。

商品番号 5665-0238

エリエール人気商品！消臭+トイレットティシューを4ヶ月ごと3回に分けて定期的に
お届け致します。天然由来のW消臭成分（柿タンニン＆茶カテキン）配合で気にな
るニオイをしっかり消臭。爽やかさ・清潔感を感じられる「フレッシュクリアの香り」で
素敵なトイレ空間に。

商品番号 5665-0243
メガネ置き
●株式会社いたがき ● H58×W155×D47
㎜、重さ：65ｇ ※メガネを置く心棒付 
※手作りのためお届けまで 1 〜 2ヶ月以上かか
ります。

居間や寝室、書斎のテーブルなどに
置いてお使いいただけます。置きタイ
プなので安定感があります。

商品番号 5665-0244
財布 馬蹄小銭入れ 
●株式会社いたがき ● H74×W78×D25㎜、
重さ：40g ●内装：革製、外ポケット×1、内ポケッ
ト×1 ※手作りのためお届けまで 1 〜 2ヶ月以
上かかります。

あぶみの金具をワンポイントにあしらっ
た馬蹄型の小銭入れ。内張りも革を使
用した贅沢な作り。マチが広がるので、
たっぷり収納できます。

商品番号 5665-0118
マルチ名刺入れ
●株式会社いたがき ●H68×W105×D25㎜、重さ：50g、内装
革、外ポケット×1、内ポケット×3
※手作りのためお届けまで2ヶ月程度かかります。

名刺はもちろん、車のスマートエントリーキーなども
入れることができます。

商品番号 5665-0218
赤平長持ち
コチョウラン（R） 
ピンクミディ3株3本立て
●赤平オーキッド株式会社 
●ピンクミディのコチョウランの３株３本立
て、サイズ： 7号鉢 
●受付締切：2017年10月末まで 
●出荷時期：2017年5月上旬〜2017年
11月上旬

日本最北の胡蝶蘭生産地、北海
道・赤平の冷涼な気候で開花さ
せた赤平長持ちコチョウラン（Ｒ）
は、長い期間鑑賞できると評判で
す。ピンクミディの３株３本立て
は、飾る場所を選ばないコンパク
トな商品となっており、贈答用とし
て人気です。

タンニンなめしの革をなめしたそのままの厚さ4ミリの肉厚の1枚革を贅沢に使用した
ベルトです。チノパンなどにあわせるのにちょうどよいベルト幅です。長さはご自身でカッ
トして調節できるフリーサイズで、110センチまでのウエストサイズに対応できます。

商品番号 5665-0007
ベルト 30㎜ キャメル
●株式会社いたがき 
●ウエストサイズ：最長110cm、重さ：160g、
素材：牛革 

商品番号 5665-0161
ベルト 30㎜ ブラック
●株式会社いたがき 
●ウエストサイズ：最長110cm、重さ：160g、
素材：牛革 

※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上かかります。

木製品赤平
職
人
の
技 の

3回お届け 3回お届け

8パック
（計96ロール）×12箱

職
人
の
技

赤
平
の

革
製
品

5665-0007 5665-0161
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商品番号 5665-0101
コテージ宿泊券（日帰り温泉入浴券付き）
●株式会社赤平振興公社 ●チケット有効期限：発行から2年と1ヶ月、要事前予約、定休日：
なし、チェックイン/15：00・チェックアウト：10：00、入浴券利用時間：チェックインから翌正午まで

（宿泊人数分、最大8名まで）

6〜8名様用コテージ1棟の宿泊券です。多目的に利用できる別荘タイプで、暖房・
浴室・テレビ・冷蔵庫・寝具などが整い、屋外のバーベキュー炉で料理も楽しめます。
隣接の天然温泉のエルム高原温泉「ゆったり」の日帰り温泉入浴券付きです。

商品番号 5665-0012
ドル入付札入れ
●株式会社いたがき ●サイズ： H90×W115×D30㎜、重さ：115g、素材：牛革、仕様：カード入れ×6 
・平ポケット×2・札入れ部に仕切りつき、カラー：キャメルのみ ※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以
上かかります。

ラウンドファスナーのコインケー
スに札入れが付いた構造の二
つ折り札入れ。 ポイントは、お
財布を持ち変えずに出し入れで
きる構造です。

冷凍便にてお届け冷凍

商品番号 5665-0009
水素酵母入り霊芝加工食品（サプリメント）
●株式会社日本レイシ ●48g（1.6g×30包）
●保存方法/高温多湿を避けてください。●召し上がり方/1日1包を目安にその
まま、あるいは水などと一緒にお召し上がりください。

中国最古の薬物書では上品に分類され、珍重されるキノコ霊芝と
水素酵母のサプリメント。北海道の気候のもと農薬を使わず、北海
道産のナラ材を原木とした国内産の霊芝栽培を行っています。

5 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

商品番号 5665-0011
木製ブラインド（巾45cm〜×丈30cm〜）
●空知単板工業株式会社 ●色：オフホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウン（道産カバ材使
用）、サイズ：巾45〜60cm×丈30〜70cm ●ご入金確認後1〜2週間で空知単板工業株式会社
からお電話でご連絡を差し上げます。その際に、ご希望の色とサイズをお伺いします。お礼の品のお届
けは、ご希望を承ってから約1〜2ヶ月後になります。丈は製品の特製上、−1cm〜+2.5cmの誤差が
生じることがあります。※防炎タイプではありません。

羽の厚みが薄くR形状の付いた大変に珍し
い木製ブラインドです。従来の木製ブラインド
の様に羽の厚みが無いので巻上げ時にとて
も軽く、畳み代が少なく窓を圧迫することがあ
りません。アルミの羽に木目プリントした物と
は違い本物の木材を使用していますのでぬく
もりがあり高級感のある作りとなっております。

ナチュラル

ダークブラウンブラウン

オフホワイト

商品番号 5665-0219
赤平長持ち
コチョウラン（R）
白花大輪3本立て

（36〜42輪）
●赤平オーキッド株式会社 
●白花大輪のコチョウランの３株３本
立て、総輪数36〜42輪鉢、サイズ：7
号鉢 
●受付締切：2017年10月末まで 
●出荷時期：2017年5月上旬〜
2017年11月上旬

日本最北の胡蝶蘭生産地、
北海道・赤平の冷涼な気候で
開花させた赤平長持ちコチョ
ウラン（Ｒ）は、長い期間鑑賞
できると評判です。白花大輪
の３本立ては、総輪数が36〜
42輪とボリューム感のある商
品となっており贈答用として
人気です。

商品番号 5665-0204
木製積み木 52ピース
●武藤工業株式会社 ●サイズ：430×270×80㎜、重さ：3ｋｇ、材質：積み木　松材・箱　シナ合板、
対象：幼児から小学校高学年 ※お届けまで、ご入金確認後 1〜 2ヶ月程度かかる場合があります。

職人が一つ一つ手作りした積み木のセットです。使いやすく飽きのこない松材で出
来ています。いろいろな形のつみ木がたくさん入っているため、ご家族やお子様同士
などたくさんの人数で遊ぶこともできます。ご出産・お誕生日などの贈り物にもぴった
りの商品です。

5㎏5回お届け

商品番号 5665-0110
北海道赤平市産 
ゆめぴりか 特別栽培米 5kg×5回
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kgを5ヶ月続けてお届け 
※ご入金確認後、翌月から5ヶ月続けてお届けします。天候や発育
によりお届けが遅れることがあります。 

商品番号 5665-0111
北海道赤平市産 
きたくりん 特別栽培米 5kg×5回
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kgを5ヶ月続けてお届け 
※ご入金確認後、翌月から5ヶ月続けてお届けします。天候や発育
によりお届けが遅れることがあります。 

赤平米の

5万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

錚々たる遺伝子を持つ「ゆめぴりか」は、粘りが強く、甘みも抜群です。
「きたくりん」は農薬を慣行の半分以下に抑えた「北の大地のクリーン
なお米」として命名された艶・粘り・甘みのバランスが良いお米です。

商品番号 5665-0229
無洗米北海道赤平産 ゆめぴりか 
特別栽培米 5kg×3回お届け
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kgを3ヶ月続けてお届け 
※ご入金確認後、翌月から3ヶ月続けてお届けします。天候や発育
によりお届けが遅れることがあります。 

北海道が誇る最高級のお米をめざし、誕生したのが
「ゆめぴりか」です。ほどよい粘りと甘み、やわらかさ、
そしてつややかな炊きあがりの美しさを持つ北海道
米の最高峰「ゆめぴりか」は、まさに、ごはんそのもの
がご馳走になるお米です。

5㎏3回
お届け

無洗米

手づくりみそ味ホ
ルモン、味付けジ
ンギスカン、牛カル
ビ、牛ハラミ（サガ
リ）、ラム肉の焼肉
セット。

今夜は焼肉!5種類の 
豪華焼肉ボリュームセット
●有限会社滝本商店 ●ホルモン（みそ味）500g×3袋、味付けジンギスカン500g
×3袋、牛カルビ250g×4袋、牛ハラミ（サガリ）250g×3袋、味付けラム500g×3袋

冷凍商品番号 5665-0128



赤平長持ちコチョウラン（R）
白花大輪5本立て（75輪以上）
●赤平オーキッド株式会社 
●白花大輪のコチョウランの5株5本立て、総輪数75
輪以上、鉢 サイズ： 10号鉢 
●受付締切：2017年10月末まで 
●出荷時期：2017年5月上旬〜2017年11月上旬
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10 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

商品番号 5665-0129
木製壁掛け電波時計
●空知単板工業株式会社 ●サイズ：直径315×厚さ30㎜（針の高さ除く）、材質：道産タモ材使用（着色
後ウレタンクリア仕上げ）・数字部分はメープル材使用（無着色ウレタンクリア仕上げ）、単三電池1本と
ムーブメント説明書付き

道産タモ無垢一枚板使用の高級感のある時計となっております。電波時計です
ので時間を正確に刻むことができます。

商品番号 5665-0248
サイドハンドルポーチ
●株式会社いたがき ●タテ165×ヨコ268×幅75㎜、重さ：430ｇ、仕様：後ポケット×1、内装：平
ポケット×1、ファスナーポケット×1、カードポケット×1、ペン差し×2　
※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上かかります。

商品番号 5665-0016
鞍束入れ
●株式会社いたがき ●サイズ：H110×W190×D40㎜、重さ：220g、素材：牛革、仕様：前ポ
ケット×1・外ポケット×1・まち付き収納部×3・ファスナーポケット×1・カード入れ×6、カラー：キャ
メルのみ ※手作りのためお届けまで2ヶ月以上かかります。

鞍のデザインをあしらっ
た束入れ（財布）。内
装も合皮を使わずすべ
て革で仕立てているの
で、使い込んだ時の風
合いは最高です。

オープンタイプのファ
スナー仕様で中身が
確認しやすく取り出し
やすい。前面にハンド
ルがついていて携帯
しやすいポーチです。

商品番号 5665-0014
木製ブラインド（巾 61cm 〜×丈 71cm 〜）
●空知単板工業株式会社 ●色：オフホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウン（道産カバ
材使用）、サイズ：巾61〜100cm×丈71〜110cm ●ご入金確認後1〜2週間で空知単板工業株
式会社からお電話でご連絡を差し上げます。その際に、ご希望の色とサイズをお伺いします。お
礼の品のお届けは、ご希望を承ってから約1〜2ヶ月後になります。丈は製品の特製上、−1cm〜
+2.5cmの誤差が生じることがあります。※防炎タイプではありません。

羽の厚みが薄くR形状の付いた大変に珍し
い木製ブラインドです。従来の木製ブラインド
の様に羽の厚みが無いので巻上げ時にとて
も軽く、畳み代が少なく窓を圧迫することがあ
りません。アルミの羽に木目プリントした物と
は違い本物の木材を使用していますのでぬく
もりがあり高級感のある作りとなっております。

ナチュラル

ダークブラウンブラウン

オフホワイト

商品番号 5665-0220

日本最北の胡蝶蘭生産地、北海道・赤平の
冷涼な気候で開花させた赤平長持ちコチョ
ウラン（Ｒ）は、長い期間鑑賞できると評判で
す。白花大輪の５本立ては、総輪数が75輪
以上とボリューム感のある商品となっており
贈答用として人気です。

商品番号 5665-0250
木製 DearPet メモリアルボックス
●空知単板工業株式会社 ●サイズ（展開前）：高さ400×幅360×奥行き117㎜、扉材：道産カバ無垢材使用（ウ
レタンクリア仕上げ）、胴体部：ウォールナット化粧合板使用（ウレタンクリア仕上げ）、供物台：ロウソク台−ウォール
ナット無垢材使用（ウレタンクリア仕上げ）、ＬＥＤロウソク・骨壷ケース付き、

洋室に置いても違和感の無い造りになっており
ます。普段は展開せずに写真を眺め、供養の際
には展開しメモリアルボックスとしてお使いいた
だけます。無垢材を使用したやさしい造りでペット
との思い出を演出します。

通勤はもちろん、書類用封筒などを持ち
歩く際に最適の、B4サイズ収納のソフト
アタッシェケース。程よい10cm幅でスタイ
リッシュなバランスです。手にフィットする
立体ハンドルで、疲れにくく快適に持ち運
びが可能。2気室の内装には15inchPC
収納スペースも備えています。

エースジーン  
ポストグリップ AT
●エースラゲージ株式会社北海道赤平工場 ●幅：43×高さ：33×奥行き：10cm、カラー：01ブラック、重量：
1,530g、容量：13リットル、材質他：ナイロン1000dnオックスPU加工/牛革/PVC
※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上かかります。

商品番号 5665-0142

赤平米の
こしひかり、あきたこまち、きらら397など錚々たる遺伝子を受け継いで、それぞれの銘柄のいい所（おいしいとこ
ろや病気に強い所など）ばかりを抜粋してできた品種とされ、冷めても味が落ちないと言われています。農薬、化
学肥料を控えて育てたゆめぴりかは、粘りが強く、噛んだときの甘みが抜群です。

10㎏5回お届け

商品番号 5665-0112
北海道赤平市産 ゆめぴりか 
特別栽培米 10kg×5回
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kg×2袋を5ヶ月続けてお届け 
※ご入金確認後、翌月から5ヶ月続けてお届けします。
天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

商品番号 5665-0113
北海道赤平市産 
きたくりん 特別栽培米 10kg×5回
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kg×2袋を5ヶ月続けてお届け 
※ご入金確認後、翌月から5ヶ月続けてお届けします。
天候や発育によりお届けが遅れることがあります。 

商品番号 5665-0230
無洗米北海道赤平産 ゆめぴりか 
特別栽培米 5kg×7回お届け
●有限会社カワサキ森田屋 ●5kgを7ヶ月続けてお届け
※ご入金確認後、翌月から7ヶ月続けてお届けします。天候や発育
によりお届けが遅れることがあります。 

北海道が誇る最高級のお米をめざし、誕生したのが
「ゆめぴりか」です。ほどよい粘りと甘み、やわらかさ、
そしてつややかな炊きあがりの美しさを持つ北海道
米の最高峰「ゆめぴりか」は、まさに、ごはんそのもの
がご馳走になるお米です。

5㎏7回
お届け

10万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

無洗米

商品番号 5665-0234
プロテカ ソフトトロリーケース フィーナ
30Ｌ NO12742［ブラック］
●エースラゲージ株式会社北海道赤平工場 
●No12742サイズ：H49×W34×D22cm（外寸：H55×W35×
D25cm）、重さ：1.8kg、容量：30L、カラー：01ブラック 
※ご入金確認後、お届けまで1ヶ月〜2ヶ月以上かかります。

商品番号 5665-0235
プロテカソフトトロリーケース フィーナ 
30Ｌ NO12742［ネイビー］
●エースラゲージ株式会社北海道赤平工場 
●No12742サイズ：H49×W34×D22cm（外寸：H55×W35×
D25cm）、重さ：1.8kg、容量：30L、カラー：03ネイビー 
※ご入金確認後、お届けまで1ヶ月〜2ヶ月以上かかります。

商品番号 5665-0236
プロテカソフトトロリーケース フィーナ 
30Ｌ NO12742［オレンジ］
●エースラゲージ株式会社北海道赤平工場 
●No12742サイズ：H49×W34×D22cm（外寸：H55×W35×
D25cm）、重さ：1.8kg、容量：30L、カラー：14オレンジ 
※ご入金確認後、お届けまで1ヶ月〜2ヶ月以上かかります。

エースが独自に開発したパネルレス設計により衝撃を適度に緩和し、1.8kgと
いう驚きの軽さを実現したうれしさ満載のラゲージです。2〜3日程度の旅行向
け、機内持込み対応サイズ（国際線・国内線100席以上）です。

Travel Carry Bag

ブラックネイビー オレンジ



※ご入金確認後、お届けまで1～2ヶ月程度かかる場合があります。

30 万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

20 万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

1817

20 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

商品番号 5665-0121

ファスナーがフルに
開いて中身が見やす
く、荷物の出し入れが
とてもしやすい。航空
機内持ち込み可 能
サイズ。

ボストンバックS
●株式会社いたがき ●H275×W485×D180㎜、重さ：1,630g、ショルダーストラップ（取り外し可、
94〜104㎝、4段階調節、すべり止め付）、後ポケット（マグホック留）×1、かぶせ付サイドポケット×2
内装：マチ付ポケット×1、サイドポケット×2 ※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上かかります。

いたがきの代表作「鞍」シリーズ。ハンドルの取り付け、本体のまとめは
丹精込めた、手縫いで仕上げています。

商品番号 5665-0247
鞍ショルダー小型
●株式会社いたがき 
●タテ220×ヨコ320×幅125㎜、重さ：1135ｇ、材質：革製、仕様：ショルダー取り外し可

（97〜112cm調整可能）後ポケット×1、内装：平ポケット×1、吊りファスナーポケット×1 
※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上かかります。

商品番号 5665-0122

厳選された素材と磨きをか
けた職人ならではの力作。
美しい鞍のフォルムを再現
したいたがきを代表するバ
ックです。

鞍ショルダー大
●株式会社いたがき ●H240×
W300×D100㎜、重さ：800g 
※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月
以上かかります。

商品番号 5665-0245
鞄 タウンボストン
●株式会社いたがき ●H155×W260×D115㎜、重さ：570ｇ、仕様：前ポケット×1、内装：平ポケット×
1、ファスナーポケット×1 ※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上かかります。

優しい丸みを帯びたラインが好
評でお財布と携帯を余裕で収
納可能。ファスナーでフルに開
き、中身が落ちないよう両サイド
にマチがついています。

商品番号 5665-0246
あぶみリュック
●株式会社いたがき ●タテ270×ヨコ230
×幅130㎜、重さ：790ｇ、背負いバンド（73
〜80cm、4段階調節）、仕様：後ポケット×1、
内装：平ポケット×1、ファスナーポケット×1 
※手作りのためお届けまで1〜2ヶ月以上か
かります。

馬具のあぶみをワンポイントにあしらった
リュックサックです。シンプルで上品なデ
ザイン。背中にフィットする背負い心地
です。バッグの開閉はマグホックです。

商品番号 5665-0018
木製ブラインド（巾101cm〜×丈111cm〜）
●空知単板工業株式会社 ●色：オフホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウン（道産カバ
材使用）、サイズ：巾101〜175cm×丈111〜130cm ●ご入金確認後1〜2週間で空知単板工業
株式会社からお電話でご連絡を差し上げます。その際に、ご希望の色とサイズをお伺いします。お
礼の品のお届けは、ご希望を承ってから約1〜2ヶ月後になります。丈は製品の特製上、−1cm〜
+2.5cmの誤差が生じることがあります。※防炎タイプではありません。

羽の厚みが薄くR形状の付いた大変に珍しい
木製ブラインドです。従来の木製ブラインドの
様に羽の厚みが無いので巻上げ時にとても軽
く、畳み代が少なく窓を圧迫することがありませ
ん。アルミの羽に木目プリントした物とは違い
本物の木材を使用していますのでぬくもりがあ
り高級感のある作りとなっております。

50 万円以上の

寄附で貰えるお礼の品

ナチュラル

ダークブラウンブラウン

オフホワイト

「360°open system」プロテカ
360Sはタテにもヨコにも開けら
れる新発想のスーツケースです。 
空港や移動中にちょっと荷物を
出し入れしたいときに、狭い空間
で開閉できます。2〜3日程度の
旅行向けサイズ、滑らかな走行を
可能にする「ベアロンホイール」
をサイレントキャスター®に搭載し
ております。

商品番号 5665-0231
プロテカ スーツケース 360S 
44L NO2712［ブラック］
●エースラゲージ株式会社北海道赤平工場 
●No02712サイズ：H55×W40×D26cm

（外寸：H59×W43×D26cm）重さ：3.4kg、容量：44L、
カラー：01ブラック

商品番号 5665-0233
プロテカ スーツケース 360S 
44L NO2712［ウォームグレー］
●エースラゲージ株式会社北海道赤平工場 
●No02712サイズ：H55×W40×D26cm　

（外寸：H59×W43×D26cm）重さ：3.4kg、容量：44L、
カラー：06ウォームグレー

商品番号 5665-0232
プロテカ スーツケース 360S
44L NO2712［コズミックネイビー］
●エースラゲージ株式会社北海道赤平工場 
●No02712サイズ：H55×W40×D26cm　

（外寸：H59×W43×D26cm）重さ：3.4kg、容量：44L、
カラー：03コズミックネイビー

コズミックネイビー

ブラック

ウォームグレー

Travel Carry Bag

商品番号 5665-0136
プロテカスタリア V 
37L［シルバー］
●エースラゲージ株式会社北海道赤
平工場 ●No02641、サイズ：H45×
W38×D25cm（外寸H50×W40×
D25cm）、重さ：3.1kg、容量：37ℓ 

商品番号 5665-0141
プロテカスタリア V 
100L［シルバー］
●エースラゲージ株式会社北海道赤
平工場 ●No02644、サイズ：H64×
W50×D34cm（外寸H69×W54×
D34cm）、重さ：5.0kg、容量：100ℓ 

商品番号 5665-0135
プロテカスタリア V 
37L［ワイン］
●エースラゲージ株式会社北海道赤
平工場 ●No02641、サイズ：H45×
W38×D25cm（外寸H50×W40×
D25cm）、重さ：3.1kg、容量：37ℓ 

商品番号 5665-0140
プロテカスタリア V 
100L［ワイン］
●エースラゲージ株式会社北海道赤
平工場 ●No02644、サイズ：H64×
W50×D34cm（外寸H69×W54×
D34cm）、重さ：5.0kg、容量：100ℓ

商品番号 5665-0132
プロテカスタリア V 
37L［ガンメタリック］
●エースラゲージ株式会社北海道赤
平工場 ●No02641、サイズ：H45×
W38×D25cm（外寸H50×W40×
D25cm）、重さ：3.1kg、容量：37ℓ

商品番号 5665-0137
プロテカスタリア V
100L［ガンメタリック］
●エースラゲージ株式会社北海道赤
平工場 ●No02644、サイズ：H64×
W50×D34cm（外寸H69×W54×
D34cm）、重さ：5.0kg、容量：100ℓ 

商品番号 5665-0133
プロテカスタリア V 
37L［ブルーグレー］
●エースラゲージ株式会社北海道赤
平工場 ●No02641、サイズ：H45×
W38×D25cm（外寸H50×W40×
D25cm）、重さ：3.1kg、容量：37ℓ 

商品番号 5665-0138
プロテカスタリア V 
100L［ブルーグレー］
●エースラゲージ株式会社北海道赤
平工場 ●No02644、サイズ：H64×
W50×D34cm（外寸H69×W54×
D34cm）、重さ：5.0kg、容量：100ℓ 

預け入れ手荷物国際基準サイズをクリア、プロテカ「スタリア ブイ」。軽量性と堅牢性に優れたボディ、便利
なキャスターストッパー、「αGEL®」を埋め込み静音性を増したキャスターなど、充実の機能はそのままにボ
ディデザインを一新しました。タテ・ヨコに走るリブデザインが、上品で洗練された雰囲気を醸し出しています。


