謝礼（特産品）カタログ １
１万円寄附でお選びいただける商品
１ 満たんセット

４ ほくほくかぼちゃ 雪化粧 ５切入×６袋
内容
・バタじゃが５玉入り
１袋
・バタじゃが（カレー味・しょうゆ味） 各２個
・もち米パスタ
１袋
・高原そば・韃靼そば
各１袋
・くまささ茶 PET
３本
※時期により内容が
変更になる場合があります

南富良野町で採れた原材料を使い、南富良野町で生産・加工をした食品の詰合せです。特にバタじゃがは有
名でお土産にも喜ばれています。体に良いくまささ茶と共にいろいろな南富良野町の味をお楽しみください。
【南富良野振興公社】

内容
・ほくほくかぼちゃ
雪化粧
５切入×６袋
北海道の南富良野産かぼちゃ｢雪化粧｣の完熟した美味しさを、そのまま
真空パックしました。
着色料、添加物を一切使用しない自然な食品ですので、小さなお子様でも
安心してお召し上がり頂けます。茹でてあるので、ご家庭での面倒な｢かぼ
ちゃ料理」もこれで解決です。北海道の旬を閉じ込めた、大人気商品です。
【南富良野振興公社】

５ ほくほくかぼちゃ 雪化粧 ５切入×３袋

２ バタじゃが５玉入×５袋

北海道スイートコーン×５本
内容

内容
・バタじゃが 5 玉入り

・ほくほくかぼちゃ

５袋

雪化粧 5 切入×3 袋

・北海道スイートコーン×5 本

南富良野町で製造しているヒット商品、「バタじゃが」をたっぷりお楽しみい
ただけるセットです。じゃがいもに一番適した北の大地、北海道富良野が育
てた最高の「男爵いも」を丸ごと使用し、北海道産のバターとドッキング！自
然のおいしさをそのまま真空パックしました。バターが染み込んでいるので
電子レンジで温めてすぐ食べられる手軽さも魅力です。

北海道の南富良野産かぼちゃ｢雪化粧｣の完熟した美味しさを、そのまま
真空パックしました。着色料、添加物を一切使用しない自然な食品ですの
で、小さなお子様でも安心してお召し上がり頂けます。茹でてあるので、ご家
庭での面倒な｢かぼちゃ料理」もこれで解決です。

そのままでももちろんおいしいですが、バターや塩を追加したり、フライドポテトにしたり、すでに火が通っているので下
ごしらえがいらず、ハンバーグやステーキの付け合わせにもピッタリです。
【南富良野振興公社】

北海道ふらの産のもぎたてとうもろこし（イエロー種）をすばやく調理し、美味しさをまるごと真空パックしました。原料
のとうもろこしは、厳選されたものを使用しています。レンジで温めていただくとおいしくお召し上がりいただけます。2 つ
とも北海道の旬を閉じ込めた、大人気商品です☆
【南富良野振興公社】

３ 北海道スイートコーン×１０本

６ 南富良野 「高原そば」 ６束セット

内容
・北海道スイートコーン 10 本

北海道ふらの産のもぎたてとうもろこし（イエロー種）をすば
やく調理し、美味しさをまるごと真空パックしました。原料の
とうもろこしは、厳選されたものを使用しています。レンジで
温めていただくとおいしくお召し上がりいただけます。北海道
の夏の味覚をお楽しみください☆
【南富良野振興公社】

内容
・南富良野「高原そば」
300ｇ×6 束
※化粧箱入

澄んだ空気と広大な土地に育まれた北海道富良野産そばの独特
な歯ごたえと腰の強さそして豊かな風味をお楽しみ下さい。
【南富良野振興公社】

謝礼（特産品）カタログ １
１万円寄附でお選びいただける商品
７

白 金 山

１０ 秋野菜詰合せセット１０㎏

もち米どぶろく

※発送は９月～１０月中旬まで
内容
・じゃがいも
・玉ねぎ
・かぼちゃ 等 【野菜色々詰合せ】
※天候等により内容変更する事があります。

内容
・白金山（もち米どぶろく） ５００ｍｌ ２本

南富良野町の下金山地区で収穫された農薬節減もち米「はくちょうもち」
を、遠い昔から手作りの酒として親しまれてきたもち米酒にしました。
【KON 産業】

※画像はイメージです。

南富良野町で採れた秋野菜の詰合せです。セット内容の基本は、じゃがいも、玉
ねぎ、かぼちゃとなっておりますが、発送時期によって他の野菜と入れ替わることが
あります。かぼちゃのコリンキーという種類が入ったり、じゃがいもの品種が、きたあ
かりやレッドムーンなどになる場合もあります。お野菜の品種にご希望がございまし
たら、ご連絡いただけると対応可能な場合もございますので、いろいろな種類を食
べ比べてみてください。
さ く ら

【農産物直売所 作倶楽】

８ 防災備蓄セット

１１ 南ふらの産グリーンアスパラ２㎏

※画像はイメージです。

内容
・災害備蓄用パン シーベリー ３缶
ハスカップ ３缶
（1 缶にパンが 2 つ入っています）
・焼き菓子 ２袋 ※こちらは備蓄用ではございませんので、
お早めにお召し上がり下さい。
焼き菓子はなんぷ～香房オリジナルのクッキーです。ザックリとした食感の生地にチ
ョコレートチップを混ぜ込んでいます。
災害備蓄用パンは長期保存可能な柔らかいパンが２つ入っており、災害時等の非
常食としてご活用頂けます。ハスカップとシーベリーは北海道産の物を使用し、アレル
ギー対応として卵は使用していません。幼児等に危険な脱酸素剤及び防腐剤等は一
切使用しておらず小さなお子様からお年配の方までおいしくお召し上がり頂けます。
【なんぷ～香房】

※画像はイメージです。
内容
・グリーンアスパラ
約２kg
※作柄により変更することがあります

グリーンアスパラの詰合せです。南富良野町のアスパラは甘くてシャキシャキでとても
おいしいです。収穫時期がとても短いの受付できる期間も短いですが、人気の商品で
す。たっぷり２kg あるので、シンプルに茹でてそのまま食べたり、肉巻きにしたり、バタ
ーで炒めたり、是非短い旬な時期に絶品の北海道の味を、いろいろな方法で食べてい
ただきたいです☆
さ

く

ら

【農産物直売所 作倶楽】

１２ カラフルミニトマトセット２㎏

９ 南ふらの産赤肉メロン１．６㎏×２玉

※発送は８月中旬～８月下旬【数量限定】（沖縄・離島への発送はできません。）

（沖縄・離島への発送はできません。） ※発送は７月中旬～８月中旬 【数量限定】
内容
・ 赤肉メロン 1.6 ㎏

※画像はイメージです。

2玉

北海道のいろいろな地域でメロンが作られていますが、南富良
野町でも作っています。寒暖差が激しい南富良野町で育ったメロ
ンはとても甘くてジューシーです。一度食べると、また食べたくな
るメロンを是非一度ご賞味ください。
※画像はイメージです。

※発送は５月中旬～６月下旬【数量限定】（沖縄・離島への発送はできません。）

さ

く

ら

【農産物直売所 作倶楽】

内容
南富良野町産 ミックスミニトマト 500g パック×4
※主な品種※
アイコ・ブラックチェリー・ミドリちゃん・キャロル 10・
シンディースィート・イエローミミ・千果・オレンジ千果等

北海道南富良野町で育ったたくさんの種類のカラフルなミニトマトを詰め合わせセットにしました。
甘味が強くて有名な「アイコ」や、少し大きめの赤黒い色が特徴で甘味酸味旨味がしっかりとした「ブラックチェリー」、珍しく貴重な
黄緑色でシャリっと食感の「ミドリちゃん」、色鮮やかで甘みと酸味のバランスが良い「シンディーミニ」。アイコのように肉厚の実にな
る「イエローミニ」に、酸味が少なく高糖度の「千果」、同じく酸味が少なくフルーティーな「オレンジ千果」等、たくさんの種類のミニトマ
トをお届けします。見ているだけで元気になれるカラフルな美味しいミニトマトを是非お楽しみください☆
さ く ら

【農産物直売所 作倶楽】

謝礼（特産品）カタログ １
１万円寄附でお選びいただける商品
１３～１６ おうちでアレンジ！ドライフラワー

１７ ドライフラワーのハーバリウム おまかせ２本セット
内容
・ハーバリウム 2 本
丸形ビン（直径 4.5 ㎝高さ 12.4 ㎝）1 本
角型ビン（縦横 4 ㎝高さ 12.4 ㎝）1 本

全て自家菜園にて栽培し乾燥させているドライフラワー。届いた瞬間から花の香りが広がります。全部で約 100 種類
ほど制作している花の中からそれぞれの色のドライフラワーを組み合わせて、種類ごとに束でお届けします。リースにも
スワッグにもご使用いただけるので、ご自身のアレンジで自由にご活用いただけます。また、麻ひもと、リボンをプレゼン
トでお入れしていますので、お好みの形や色合いで、背面を平らにするように束ねていただくと今流行りのスワッグを作
ることができます。スワッグは壁に掛けるインテリアですが、ヨーロッパでは古くから、「空気の浄化・魔除け」「幸運を呼
ぶ」として玄関や壁に飾られていたそうです。南富良野町産のラベンダーも一束プレゼントしますので、お部屋がとてもい
い香りに包まれますよ。

１３ 黄色系＊プレゼント付き

南富良野町の畑で栽培したたくさんの種類のお花を、色鮮やかなドライフラワーにし、そのドライ
フラワーがよりキレイに見えるよう、アレンジした手作りのハーバリウムをたくさんの種類の中から
2 本お届けします。専用オイルと一緒にビンに入っていてるため水を変える手間も無く、色落ち防
止のためにシリカゲルも入っているので 1 年～半永久的に美しいお花を楽しむ事ができます。ご
自宅に飾るのも良し、お誕生日や母の日プレゼントとしてもとても喜ばれると思います。どんなハー
バリウムが届くか楽しみにお待ちください。

１４ 青色系＊プレゼント付き
2 本セットでお届けします☆
色や種類はおまかせになります。

さ

く

ら

【農産物直売所 作倶楽】

１８ ブルーベリー・シーベリー・鷹の爪の酢 ３本セット
内容

自家菜園のお花の中から黄色系のドライフラワーを組
み合わせて、種類ごとに束でお届けします。

自家菜園のお花の中から青色系のドライフラワーを組
み合わせて、種類ごとに束でお届けします。

内容
・南富良野生産ドライフラワー５～７束（1 束 20～30ｇ）
（束の本数は種類によって変動いたします。）
＊プレゼント
・ドライフラワーラベンダー １束
・スワッグ用麻ひも ・リボン

１５ 白色系＊プレゼント付き

・シーベリー酢

１２０ml×１本

・鷹の爪酢

１２０ml×１本

・ブルーベリー酢

１２０ml×１本

南富良野町で採れたブルーベリー、シーベリー、鷹の爪を使った酢の 3 本セットで
す。ブルーベリーとシーベリーは普通のお酢と同じように使っていただくとそれぞれのベ
リーの香りで一味違った味わいになります。ドレッシングのように使ったり、ヨーグルトに
少しかけてもおいしいです。鷹の爪酢はタバスコのような味でピザやパスタ、焼肉、餃
子にも合いますよ。一口目でしっかりと辛さが来ますが、酢のおかげで辛さがまろやか
になり、2 口、3 口とどんどん食べ進めることができてとてもおいしいです！調理用の
珍しいお酢なので是非お試し下さい。
さ

１６ 色おまかせ＊プレゼント付き

ら

１９ ブルーベリー酢３本セット
内容
・ブルーベリー酢

自家菜園のお花の中から白色系のドライフラワーを組
み合わせて、種類ごとに束でお届けします。

く

【農産物直売所 作倶楽】

自家菜園のお花の中からドライフラワーを組み合わせ
て、種類ごとに束でお届けします。
さ

く

ら

【農産物直売所 作倶楽】

１２０ml×３本

南富良野町で採れたブルーベリーを使った酢の 3 本セットです。ブルーベリー酢は普
通の酢と同じように使っていただくとベリーの香りで一味違った味わいになります。ドレ
ッシングのように使ったり、ヨーグルトに少しかけてもおいしいですよ。プレゼントとして
もどうぞ。
さ

く

ら

【農産物直売所 作倶楽】

謝礼（特産品）カタログ １
１万円寄附でお選びいただける商品
２０ シーベリー酢３本セット

内容
・シーベリー酢

２３ エゾ鹿肉は森の恵み！鹿肉ギフトセット（ソーセージ付）
内容

１２０ml×３本

・エゾシカ大和煮

南富良野町で採れたシーベリーを使った酢の 3 本セットです。シーベリー酢は普通の
お酢と同じように使っていただくとシーベリーの香りで一味違った味わいになります。ド
レッシングのように使ったり、ヨーグルトに少しかけてもおいしいです。またシーベリーは
果実の中でも珍しく油分を含んでいるのが特徴で、体に良い成分がたくさん入ったベリ
ーですので日常の料理に取り入れて、美容と健康に良い食事を楽しんでいただければ
と思います。
さ

く

ら

【農産物直売所 作倶楽】

２１ 鷹の爪の酢３本セット
内容
・鷹の爪酢

110ｇ

１缶

・エゾシカカレー煮 110ｇ

１缶

・エゾシカ味噌煮

１缶

110ｇ

・エゾ鹿ソフトジャーキー30ｇ

１袋

・エゾシカソーセージ 3 本入

１袋

近年大注目のジビエの 1 つの鹿肉加工品の詰合せです。
鹿肉は高たんぱく・低脂肪・鉄分豊富で女性にもおすすめです。ジビエとはいっても
北海道が策定した衛生処理マニュアルを遵守する処理施設として認証を受けている施
設で処理・加工されていますので臭みもなく、難しい調理をしなくてもおいしくお召し上
がりいただくことができます。ソーセージはとてもジューシーで美味しく、ジャーキーはお
つまみにピッタリです♪
【南富フーズ】

２４ エゾ鹿肉加工品セットＡ

１２０ml×３本

内容
・エゾシカソーセージ 3 本入(240g)
・エゾシカサラミ（スライス）60g
・エゾシカスモークハム 60g
・エゾシカバラベーコン 200g

南富良野町で採れた鷹の爪を使った酢の 3 本セットです。鷹の爪酢はタバスコのよ
うな味でピザやパスタ、焼肉、餃子にも合いますよ。一口目でしっかりと辛さが来ます
が、酢のおかげで辛さがまろやかになり、2 口、3 口とどんどん食べ進めることができて
とてもおいしいです！辛いものが好きな方におすすめです！
さ

く

ら

【農産物直売所 作倶楽】

２２ エゾ鹿肉は森の恵み！鹿肉ギフトセット（ジャーキー）
内容
・エゾシカ大和煮

110ｇ

１缶

・エゾシカカレー煮

110ｇ

１缶

・エゾシカ味噌煮

110ｇ

１缶

・エゾ鹿ソフトジャーキー30ｇ

２袋

近年大注目のジビエの 1 つである鹿肉加工品の詰合せです。
鹿肉は高たんぱく・低脂肪・鉄分豊富で女性にもおすすめです。ジ
ビエとはいっても北海道が策定した衛生処理マニュアルを遵守する処
理施設として認証を受けた施設で処理・加工されていますので臭みも
なく、難しい調理しなくてもおいしくお召し上がりいただくことができま
す。まずはジビエのファーストステップとしていかがでしょうか。
【南富フーズ】

１袋
１袋
１袋
１袋

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉の加工品を自社工場で製造しています。高タ
ンパクで鉄分豊富なミネラルを含む、柔らかくてとっても美味しいエゾ鹿肉を使用し、く
せがなくあっさりとした味わいに仕上げた加工品をセットでお届けします。どの商品も食
べやすく、スモークハムとサラミはおつまみとしても、ベーコンとソーセージはおかずとし
てもお楽しみいただけます。ソーセージ、ベーコンは焼くととってもジューシーでボリュー
ムもあるので鹿肉のおいしさを存分に味わっていただけます♪
【南富フーズ】

２５ エゾシカコロッケ１５個セット
内容
・エゾシカコロッケ３個入り×５袋
鉄分豊富なエゾシカ肉を８時間以上煮込んで作った「しぐれ煮」と、北海
道産のあま～い「男爵いも」を入れて、ひとつひとつ丁寧に手作りした「エゾ
シカコロッケ」。具がぎゅっと詰まっているので、食べ応えも抜群です！揚げ
るだけで完成するので、忙しい毎日の食卓で大活躍ですよ☆栄養たっぷり
で、お肉にしっかり味がついていて何もつけなくても美味しく食べられるので、
お子様、女性の方にオススメです♪
【南富フーズ】

謝礼（特産品）カタログ １
１万円寄附でお選びいただける商品
２６ エゾシカ肉を使った愛犬のおやつＡ

２９ ペットのおやつ【エゾシカボーン】 ※中型犬～大型犬向き
内容
・スペアリブ 70ｇ 1 袋
または アキレス腱 30ｇ １袋
・ハツスライスジャーキー 30ｇ 1 袋
・レバースライスジャーキー 40ｇ 1 袋
・モモスライスジャーキー
30ｇ 1 袋
・粗びきカットジャーキー
30ｇ 1 袋
・エゾシカふりかけ
30ｇ 1 袋

ペットの食材としても栄養価が高く注目されている鹿肉のおやつのセットです。高たんぱくで低カロリ ー、そして鉄分
豊富なエゾシカ肉を使った無添加フードで、人間が食べても体に良い、安心安全な美味しい鹿肉を、いろいろなタイプの
ペット用フードにしました。今までと一味違う、体に良いおやつを大切な愛犬に是非どうぞ。
【南富フーズ】

２７ ペットのおやつ【エゾシカ肉のミンチ】 １ｋｇ

内容
・エゾシカボーン３本（サイズ混合）
自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉のおやつを自社工場にて製造して
おります。ペットの食材としても栄養価が高く、注目されている鹿肉の「エゾ
シカボーンセット」。素材そのものを独自の製法で乾燥させた中型～大型犬
向きです。
【注意】
骨をかむことによってストレスの解消、口臭・虫歯予防には大変効果が期待出来ますが、「エゾシカボーン」は硬いので、
与えっぱなしにせず、必ず飼い主様の目の届く範囲で与えてください。
【南富フーズ】

３０ ペットのおやつ【エゾシカ角】３本セット
※画像はイメージです。

内容

内容

・エゾシカ肉ミンチ
６個入り（２５０ｇ）×４パック

・エゾシカ角３本

鉄分・たんぱく質が豊富で低カロリーな、ペットの健康食品としても人気の北海道産
のエゾシカ肉のひき肉を、１食分ずつ小分けに冷凍して１kg ご用意いたしました。ペッ
トの好きな野菜と一緒にレンジで蒸したり、ペットフードに混ぜ込んだり、お気に入りの
食材と混ぜてみても良いと思います。美味しく食べてもらいながら、健康管理もできる
とても良い商品です☆愛犬だけでなく、愛猫にもどうぞ☆
※必ず火を通してお召し上がりください。
【南富フーズ】

２８ ペットのおやつ【エゾシカ肉ステーキ】１２０ｇ×４個
内容

受付休止

・レトルトエゾシカステーキ１２０ｇ×４個

鉄分・たんぱく質が豊富で低カロリーな、ペットの健康食品としても人気がある、北海
道産のエゾシカ肉を、ステーキ状にして柔らかく煮ました。そのままでももちろんですが、
愛犬の食べやすい大きさにカットし、ペットフードと混ぜても良いと思います。大切な愛
犬の健康管理をしながら、いつもと少し違う美味しさを試してみてはいかがでしょうか
♪愛犬だけでなく、愛猫にもどうぞ☆
【南富フーズ】

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉のおやつを自社工場にて製
造しております。鹿の角は嚙むことによってストレス解消や歯、歯茎を
刺激しデンタルケアにもなります。
◆必ずご確認ください◆◆
鹿角は硬いので歯が欠けたり折れたりする場合があります。飼い主様が目を離さずに与えてください。
なお、歯に負担がかかる恐れがありますので、長時間与えるのは避けてください。飲み込むことがないように細心の
注意を払って下さい。
【南富フーズ】

３１ ふらの大地和牛 すき焼き用

（お届けまで１か月半程かかります。）
内容
・ふらの大地和牛すき焼き用 350ｇ
（モモ・カタ・バラ使用）

ふらの大地和牛は、黒毛和牛を肥育する農家が、富良野産もち米を与えることによ
り脂肪の風味を増し、「さらにおいしい和牛の肉」を目指したものです。年間 70 頭程し
か出荷されていない大変希少価値の高いブランド牛です。このふらの大地和牛をすき
焼き用にスライスしました。ぜひ、特別な日にみなさんでお召し上がりください。
【ＪＡふらの】

謝礼（特産品）カタログ １
１万円寄附でお選びいただける商品
３２ ふらの大地和牛 焼肉用

３５ ＪＡふらのギフトセットＣ

（お届けまで１か月半程かかります。）
内容
・ふらの大地和牛焼肉用
（モモ・カタ・バラ使用）

350ｇ

年間出荷頭数 70 頭と、希少価値の高いふらの大地和牛を焼肉用にスラ
イスしました。徹底した健康管理の元、定期的に採血しビタミン値を測定し
た上でビタミンコントロールがされており、出荷５か月前よりもち米を食べて
育ったふらの大地和牛です。いつもより少し贅沢したい日にふらの大地和牛
の焼肉はいかがですか？
【ＪＡふらの】

３３ ＪＡふらのギフトセットＡ

（お届けまで３週間程かかります。）
内容
・富良野ブラックカレービーフ
・富良野ブラックカレーポーク
・ＪＡふらの厳選野菜ソース中濃
・ＪＡふらの厳選野菜ソース濃厚
・ふらのとまとケチャップ
・ふらの玉ねぎノンオイルドレッシング

ＪＡふらのの加工食品の詰合せです。富良野管内で採れた玉ねぎを使用し、バランス
よく配合したスパイスに牛肉、豚肉それぞれを煮込んだカレーと、管内で採れた野菜を
ベースにした特製ソース 2 種類、トマトのおいしさが詰まったケチャップ、玉ねぎの触感
で美味しさが増すヘルシーなノンオイルドレッシングのセットです。
【ＪＡふらの】

３４ ＪＡふらのギフトセットＢ

（お届けまで３週間程かかります。）
内容
・富良野ブラックカレービーフ
・富良野ブラックカレーポーク
・ＪＡふらの厳選野菜ソース濃厚
・ふらの玉ねぎノンオイルドレッシング
・ふらの和風ごまノンオイルドレッシング
・富良野ジャム いちご
・富良野ジャム ブルーベリー

ＪＡふらのの加工食品の詰合せです。バランスよく配合したスパイスと玉ねぎやトマト、
にんにくなどを煮込んだカレー2 種類と、富良野管内で採れた野菜をベースに甘口でソ
フトに仕上げたとろっとしたソース、野菜のおいしさを味わえるヘルシーなノンオイルドレ
ッシング２種類、果実がゴロゴロ入ったブルーベリーといちごジャムのセットです。
【ＪＡふらの】

（お届けまで３週間程かかります。）
内容
・富良野ブラックカレービーフ
・ふらの人参と玉ねぎのポタージュスープ
・アスパラガスのポタージュスープ
・富良野野菜ドレッシング オニオン＆ガーリック
・ふらのとまとのケチャップ
・ＪＡふらの厳選野菜ソース中濃/濃厚

ＪＡふらのの加工食品の詰合せです。ＪＡふらのオリジナルのビーフカレーに、人参と玉ねぎの甘
味 を活かしたスープと、アスパラを使用した生クリームベースのスープ、玉ねぎ・にんにく・ごま油
を使用した食欲をそそるドレッシング、トマトのおいしさが詰まったケチャップ、ウスターソースベース
で料理の下味としても使用できるさらさらの中濃ソースと、甘くソフトな口当たりのとろっとした濃
厚なソースが入った盛りだくさんなセットです。
【ＪＡふらの】

３６ ふらのっち２種類食べ比べセット １２個入り×２箱
（うすしお・コンソメ・のり塩・ガーリックからお好きなものを２種類お選びください。）
内容
・ふらのっち うすしお １箱１２袋入り
・ふらのっち コンソメ １箱１２袋入り
・ふらのっち のり塩 １箱１２袋入り
・ふらのっちガーリック １箱１２袋入り
※上記の内 2 種類お選びください。
南富良野町にあるポテトチップス工場、「シレラ富良野」でふらのっちを製造しています。うすし
おはシンプルだからこその素材の美味しさと絶妙な塩加減で不動の人気ナンバー１！お子様に
人気のコンソメはくどすぎず大人も最後までおいしく食べられます。塩味に磯の豊かな香りがプ
ラスされたのり塩は、根強い人気を誇っています。ガーリックの香りが食欲をそそり、ビールとの
相性も抜群です。１箱に１２袋入っていますので、気になるフレーバーを２種類お選びいただき、
家族やお友達と皆さんで楽しくお召し上がり下さい。

【ＪＡふらの】

３７ ふらの産精米もち米【はくちょうもち】１kg×５袋
内容
・精米もち米【はくちょうもち】
１kg×５袋

北海道富良野産のもち米「はくちょうもち」は、寒暖差の大きい気候の影
響で、冷めてもやわらかさが長持ちするという特徴があります。また、蒸し器
がなくても炊飯器で炊けるので、一般家庭でも美味しいもち米が調理出来
るのも人気です。
※冷暗所で保管の上、到着から 1 ヶ月以内にお召し上がりください。
【JA ふらの】

謝礼（特産品）カタログ １
１万円寄附でお選びいただける商品
３８ ふらの産にんじんジュース【富良野にんじん１００】 ３０缶セット

４１ ふらの産じゃがいも【男爵】・玉ねぎセット

計１０ｋｇ

※発送は９月上旬～１１月上旬
内容
・ふらの産じゃがいも【男爵】
・ふらの産玉ねぎ

内容
・富良野にんじん１００ 160g

30 缶

北海道富良野管内で栽培されるにんじんは、涼しい気候を活かしながら、北
海道で決められている普通の栽培（慣行栽培）基準より農薬の使用回数を減ら
すことを目標に、栽培しています 。 【富良野にんじん 100】は、1 缶に約 1.5
～2 本分のにんじんが入っており、加工専用の人参を使用していないので、人
参特有の苦み・エグ味が無く、飲みやすいのが特徴です。
【JA ふらの】

３９ ふらの産じゃがいも【男爵】１０ｋｇ

※発送は９月上旬～１１月上旬
内容

・ふらの産じゃがいも【男爵】 １０ｋｇ

受付休止

デンプン質が多く、ホクホクした食感を楽しむことができるじゃがいも
【男爵（だんしゃく） 】。その特徴から、煮崩れしやすい品種なので、コロ
ッケやマッシュポテトなどの調理方法がおすすめです。高温と光により
芽が出やすくなってしまうので、なるべく日の当らない風通しの良い涼し
い場所で保存してください。
※冷暗所で保管の上、到着から 1 ヶ月以内にお召し上がりください。
【JA ふらの】

４０ ふらの産玉ねぎ１０ｋｇ

※発送は１１月～１２月末日
内容
・ふらの産玉ねぎ

１０ｋｇ

どんな料理にも活躍してくれる万能食材・玉ねぎは、体に良い面がた
くさんあることはもうご存知です よね！生でいただくにはちょっと辛み
がありますが、火を通すと甘みが強くなります。玉ねぎは煮たり・焼いた
り・炒めたり…良い甘みの調味料となってくれますよ♪日陰で風通しの
良い湿気のない場所での保存をおすすめします。
【JA ふらの】

受付休止

Ｌサイズ ５kg
Ｌサイズ ５kg

デンプン質が多く、ホクホクした食感を楽しむことができるじゃがいも【男爵】。その特
徴から、煮崩れしやすい品種なのでコロッケやマッシュポテトなどの調理方法がおすす
めです。どんな料理にも活躍してくれる万能食材・玉ねぎは、生でいただくにはちょっと
辛みがありますが、火を通すと甘みが強くなります。玉ねぎは煮たり・焼いたり・炒めたり
…良い甘みの調味料となってくれます。
【JA ふらの】

４２ 鳥羽農園の『手しぼり』ミニトマトジュースセット
内容
・ミニトマトジュース 720ml 1 本
・ミニトマトジュース 80ml 3 本
手しぼりで約 120 個分(720ml)のミニトマトがギュッと濃縮されています！720ml
サイズを 1 本、80ml サイズを 3 本お届けします。こだわって作られたミニトマトだけを
使っています。ミニトマトだからできるスッキリとした味わい深いジュースです！トマトジュ
ースが苦手な方が感じるドロッと感はなく、さらりとした飲み心地。でもしっかりとトマト
の味が残ります。裏ごし、瓶詰め、殺菌もすべて人の手によって行う完全「手しぼり」で
す。抗酸化力やリコピンなどトマトに含まれる量よりもミニトマトの方が多いため、より栄
養素を取り入れることができます。ぜひ一度ご賞味ください！
【鳥羽農園】

４３ ４種のベリー手作りジャム４個セット
（ブルーベリー・ハスカップ・カシス・ラズベリー）
内容
・ブルーベリージャム
・ハスカップジャム
・カシスジャム
・ラズベリージャム

１２０ｇ １個
１２０ｇ １個
１２０ｇ １個
１１５ｇ １個

農薬を一切使わず育った果実と、北海道産てんさい糖のみを加え果実を潰さないよ
う丁寧に作ったジャムのセットです。それぞれの甘味や酸味が全く違うので是非食べ比
べてみてください。パンだけではなくバニラアイスやケーキ、お肉料理にもよく合います
ので、お試しください。
【Farm&Cafe ベリーズ】

謝礼（特産品）カタログ １
１万円寄附でお選びいただける商品
４４ 自家農園産 冷凍ブルーベリー１kg

４７ 南富良野産そば粉使用の十割そば！５人前
内容

内容
・冷凍ブルーベリー
５００ｇ×２袋

受付休止

Farm & Café ベリーズはベリーの摘み取り農園です。たくさんのベリーを
2 人で管理し、収穫しています。栽培期間中、化学肥料や除草剤なども一切
使わずに育てたブルーベリーを冷凍でお届けします。複数の種類のブルーベ
リーを育てているので、甘さやサイズが異なるブルーベリーが入っているのも
お楽しみいただけると思います。冷凍のまま食べても良し、ヨーグルトやアイ
ス、スムージーにも♪ぜひ一度ご賞味ください。
【Farm&Cafe ベリーズ】

４５ 自家農園産 冷凍カシス１kg
内容
・冷凍カシス

・一把（一人前）約１６０ｇ
×５把

南富良野産のそば粉１００％を使用した十割そばです。小麦粉などのつな
ぎを一切使用していない自家製麺です。十割そばならではの香りをお楽しみ
いただけると思います。冷凍でお届けいたしますので、食べる分だけ茹でて
お召し上がりください。また、冷凍のまま熱湯で茹でるだけなので手間いら
ずのお品です。
【なんぷ傍蕎麦屋】

４８ にわとり牧場のプリン ８個セット
内容
・プリン９５ｇ×８個

５００ｇ×２袋

南富良野町落合地区にある Farm&Cafe ベリーズは、ベリーの摘み取り農園です。た
くさんのベリーを 2 人で管理し、収穫しています。栽培期間中、化学肥料や除草剤など
も一切使わずに育てたカシスを、ご自分でアレンジできるよう、冷凍でたっぷり１㎏お届
けします。カシスはアントシアニンが豊富なベリーの一つです。酸味があり香りもとても
良く、一番のおすすめアレンジは何と言ってもジャムです。カシス本来の味を楽しめるよ
う甘さ控えめにして、お肉料理のソースとしても良いですし、甘めに作って、パンに塗る
のはもちろん、スイーツのソースとしてもおいしい万能ベリーです。凍ったまま、グラノー
ラに入れたり、スムージーにもどうぞ♪
【Farm&Cafe ベリーズ】

にわとり牧場は北海道のほぼ真ん中、南富良野町の森の中に
あります。放し飼いのにわとり達は草をついばみ、虫を追いかけ、
大自然の中で暮らしています。そのような環境で産み落とされた
たまごを使ってのお菓子作り、その代表が「にわとり牧場のプリン」
です。元気に走り回っているにわとり達の「新鮮なたまごの卵黄
のみ」を使い、北海道の牛乳と生クリームに砂糖、そしてバニラビ
ーンズによって蒸し焼きにされたプリンは濃厚でありながらとても
なめらかな食感です。瓶についているビー玉には一つ一つ手書き
されたにわとりが描かれています。
【スタジオノート】

４９ 南ふらのチップス（うすしお味）100g×10 袋
４６ 自家農園産 冷凍ハスカップ１ｋｇ

内容
・ポテトチップス 1 箱（100ｇ×10 袋）

内容
・冷凍ハスカップ
５００ｇ×２袋

南富良野町落合地区にある Farm & Café ベリーズはベリーの摘み取り農園です。たくさんのベリーを 2 人で管理
し、収穫しています。栽培期間中、化学肥料や除草剤なども一切使わずに育てたハスカップをご自分でアレンジできるよ
う、冷凍でたっぷり１㎏お届けします。ハスカップは北海道ならではのベリーの一つです。「不老長寿の実」としてアイヌの
人達に知られていました。ポリフェノール・鉄分・ビタミンなどを含み体に良く、ジャムにすると絶品です。バニラアイスに
かけたり、ドレッシングにしてみたりいろいろな食べ方をしてみてください♪
【Farm&Cafe ベリーズ】

南富良野町にあるポテトチップス工場で製造されたオリジナルポテトチッ
プスです。
ふるさと納税返礼品のほか、町内の道の駅（南富良野物産センター内）
でのみ販売しております。
内容量は 100ｇとなっており、レギュラーサイズよりビックなサイズです。
ぜひ、ご家族で、パーティーで、皆さんでポテチと南富良野町のお味をお楽しみください。
【南富良野振興公社】

