
 

謝礼（特産品）カタログ ２ 
１万１０００円以上の寄附でお選びいただける商品 

１ エゾシカひき肉１．２㎏    

      寄附金額１万１０００円        
 

エゾシカはお肉の中でも、高たんぱく、低脂質で特に鉄分が突出し

ていることから生活習慣病をはじめ、貧血や高齢者、女性、子供にも

おすすめの食材として注目されています。エゾシカ衛生処理マニュア

ルを遵守し HACCP を取得したほか、北海道が認証する工場のお肉で

すので安心してお召し上がり頂けます。50g ずつの切り離し可能なト

レーに入っているので、少量ずつ小分けで使用出来ます！カレー、ハ

ンバーグ、炒め物などにご活用ください。 

【南富フーズ】 

２ 約１２０個分！鳥羽農園の『手しぼり』ミニトマトジュース ７３５ｇ×２本セット 

寄附金額１万１０００円 
 

 

 

鳥羽農園のミニトマトジュースは、極力農薬に頼らず丁寧に大事に育て上げた

完熟のミニトマトを、一本一本手作業で無添加、無塩、無加水のジュースにして

います。トマトジュースが苦手な方も「このミニトマトジュースは美味しい！！」とい

う声がたくさん寄せられています。この１本でミニトマト約120 個分のおいしさが

ぎゅっ！っと詰まっていてとっても甘いです！トマトジュースが大好きな方はもち

ろんですが、苦手な方にこそ一度飲んでみていただきたい一品です☆贈答用に

もお使いください。 

                                                             【鳥羽農園】   
 

３ 果実たっぷり！鳥羽農園のおすすめセット 

   寄附金額１万１０００円 

 

 
 

南富良野町の鳥羽農園でつくられたミニトマトジュース、ミックスベリージュース 3

種の米糀甘酒、ドライミニトマトオリーブオイル漬けのセットです。 

全て南富良野産の果実をたっぷり使用し、砂糖や着色料を一切使用しておりません。 

ミニトマトジュースは飲み切りサイズの 83g が 3 本、ドライミニトマトオリーブオイル漬けはお酒のお供に。ミックスベリージュース

は希釈しそのまま飲んでもアイスにかけてもよし、米糀甘酒は保存料、添加物、アルコール分が入っていないので、お子さんやお

酒が飲めない方にもおススメです。 

【鳥羽農園】    

４ 富良野メロンスイーツ１２個入 

    寄附金額１万１０００円 

北海道「ふらの産メロン」だけを使用した、豊潤で香り高いメロンゼリーが出来

ました。富良野メロンの果汁・果肉をたっぷり使い、着色料・香料の使用を極力抑

え、合成保存料も一切使用しておりません。素材本来の味・食感を楽しめるよう

作られています。冷蔵庫で冷やしてもよし、凍らせてシャーベットにしていただく

と又違った楽しみ方でお召し上がりいただけます。缶を開けた瞬間の豊潤な香り

も是非体感して下さい。メロンそのものの食感を大切にし、丁寧につくられたメロ

ンゼリーです。さっばりした味で好評のメロンゼリーは御中元などのサマーギフト・

お土産におすすめです。メロン本来の味と香りをお楽しみ下さい。 

                                                                【南富良野振興公社】 

５ くまささ茶缶１９０ｇ×３０缶 

   寄附金額１万１０００円 
 

北海道山麓氷点下３０度の厳寒の中でその緑を絶やすことなく生き続けるくま笹には

ミネラルやビタミン類をはじめ多くの栄養素が含まれているため、健康を気遣う人におす

すめです。 

くまささに含まれているクロロフィルには殺菌・脱臭作用があり、免疫機能をサポートす

る作用や、デトックス作用、貧血や、便秘対策にも期待できます。味は苦みはほとんどな

くスッキリしているので普通のお茶と同じ感覚で飲む事ができ、更に、ノンカフェインなの

で、カフェインの摂取を控えてる方や、妊娠中の方、お子様も安心して飲む事ができま

す。焼酎にくまささ茶をブレンドして飲んでも美味しく飲めます！身体の自然治癒力を高

めるといわれる神秘の生命力を感じてみてください。 

                                                                【南富良野振興公社】 

６ 糀甘酒 ３種類飲み比べ 計１０個セット 

   寄附金額１万２０００円 

 
 

南富良野産の果実をたっぷり使用し、砂糖や着色料を一切使用して

いない米糀甘酒です。米糀の甘酒は腸内環境を整えるほか健康や美容

に効果があるとされ、健康食品としても知られています。糀と果実のみ

で作っているので、糀の甘さと果実の爽やかな酸味が広がり、甘酒が苦

手な方にも飲みやすくなっております。パックにはキャップもついている

ので、後で飲み直すこともできます。保存料、添加物、アルコール分が

入っていないので、お子さんやお酒が飲めない方にもおススメです。そ

のままでももちろん、温めたり冷やしたりお好みでお楽しみください。 

【鳥羽農園】    

 内容 

・エゾシカひき肉３００g×４ 

内容 

・ミニトマトジュース 83ｇ×3 本 

・ドライミニトマトオリーブオイル漬け 75g×1 個  

・ミックスベリー    120ｇ×1 個 

・ミックスベリー甘酒 120ｇ×1 個  

・シーベリー甘酒   120ｇ×1 個 

・トマト甘酒      120ｇ×1 個 

 

内容 

・富良野メロンスイーツ 75ｇ×１２個 

 
 
内容 

・くま笹茶缶   １９０ｇ×３０本 

内容 

・ミニトマト甘酒    120ｇ×３個 

・ミックスベリー甘酒120ｇ×３個 

・シーベリー甘酒   120ｇ×４個 

内容 

ミニトマトジュース  ７３５ｇ×２本 

 



 

謝礼（特産品）カタログ ２ 
１万１０００円以上の寄附でお選びいただける商品 

７ ミックスベリー糀甘酒 １０個セット 

   寄附金額１万２０００円 
 

南富良野産の果実をたっぷり使用し、砂糖や着色料を一切使用していない米糀甘酒

です。米糀の甘酒は腸内環境を整えるほか健康や美容に効果があるとされ、健康食品

としても知られています。南富良野産の6種類のベリーをミックスしているので、風味が

広がり甘酒が苦手な方にも飲みやすくなっております。パックにはキャップもついている

ので、後で飲み直すこともできます。保存料、添加物、アルコール分が入っていないの

で、お子さんやお酒が飲めない方にもおススメです。そのままでももちろん、温めたり冷

やしたりお好みでお楽しみください。 

                                       【鳥羽農園】 

 

８ シーベリー糀甘酒 １０個セット 

   寄附金額１万２０００円 
 

南富良野産のシーベリーをたっぷり使用し、砂糖や着色料を一切使用していない米

糀甘酒です。米糀の甘酒は腸内環境を整えるほか健康や美容に効果があるとされ、健

康食品としても知 られています。シーベリーは別名「サジー」とも呼ばれていて豊富な

ビタミンＣのほか栄養価と抗酸化酵素が豊富で「老化防止のベリー」とも言われており

ます。シーベリーの爽やかな酸味が広がり、甘酒が苦手な方にも飲みやすくなっており

ます。パックにはキャップもついているので、後で飲み直すこともできます。保存料、添

加物、アルコール分が入っていないので、お子さんやお酒が飲めない方にもおススメで

すそのままでももちろん、温めたり冷やしたりお好みでお楽しみください。 

                                                              【鳥羽農園】 

 

９ ミニトマト糀甘酒 １０個セット 

   寄附金額１万２０００円 
 

 南富良野産のミニトマトをたっぷり使用し、砂糖着色料を一切使用していない米糀

甘酒です。米糀の甘酒は腸内環境を整えるほか健康や美容に効果があるとされ、健康

食品としても知られています。トマトの爽やかな酸味が広がり、甘酒が苦手な方にも飲

みやすくなっております。パックにはキャップもついているので、後で飲み直すこともで

きます。保存料、添加物、アルコール分が入っていないので、お子さんやお酒が飲めな

い方にもおススメです。そのままでももちろん、温めたり冷やしたりお好みでお楽しみく

ださい。 

                                                              【鳥羽農園】 

 

１０ くまささ茶ペットボトル ２４本セット 

       寄附金額１万２０００円 
 

 

北海道山麓氷点下３０度の厳寒の中でその緑を絶やすことなく生き続け育ま

れたくま笹のエキスと富良野山麓の清らかな水をブレンドした、健康飲料です。

健康志向の方には大変人気の商品で、旅行で南富良野町へお越しの方にも大

好評のお土産です。焼酎にくまささ茶をブレンドして飲んでも美味しく飲めます！

身体の自然治癒力を高めるといわれる神秘の生命力を感じてください。 

                                                                【南富良野振興公社】 
 

１１ 北海道土産で大人気！バタじゃが３種の味くらべセット ３０個 

        寄附金額１万３０００円 
 

 

 

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。定番の「バタじゃが」と、「カレー味」「しょうゆ味」

の 3 種をセットでお楽しみいただけるセットです。すでに火が通っているので、

電子レンジで温めてすぐ食べられる手軽さが魅力で、ハンバーグやステーキ

の付け合わせにもピッタリです。そのままでももちろん、バターや塩を追加し

たりフライドポテトにしたり、お好みの味にアレンジしてもお楽しみいただけ

ます。 

                                                       【南富良野振興公社】 

 

１２ 自家農園産 冷凍果実 計１．５kg （ブルーベリー・カシス・ハスカップ ） 

    寄附金額１万３０００円 
       

 

 

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３種類のベリーを冷凍でお届けします。ヨーグルトやアイスに

のせる他、手作りスムージーや、ベリータルトをご自宅でお作りしてみてはい

かがでしょうか♪本物のベリーの味をぜひ一度ご賞味ください。 

                                                       【Farm&Cafe ベリーズ】 

 

内容 

・冷凍ブルーベリー   ５００ｇ  

・冷凍カシス       ５００ｇ  

・冷凍ハスカップ     ５００ｇ  

  

内容 

・ミックスベリー甘酒（120g）×10 個 

内容 

・シーベリー甘酒（120g)×10 個 

内容 

・ミニトマト甘酒（120g)×10 個 

 

 

内容 

・くまささ茶ペットボトル 

          ５００ml  ２４本 

 

 内容 

・バタじゃが       １０玉 

・バタじゃがカレー味  １０玉 

・バタじゃがしょうゆ味 １０玉 

受付休止 



 

謝礼（特産品）カタログ ２ 
１万１０００円以上の寄附でお選びいただける商品 

１３ エゾシカ肉の缶詰 ３種セット   

        寄附金額１万３０００円        
 

 

 

たんぱく質、鉄分などの栄養豊富な北海 道のエゾ鹿肉を大和

煮、カレー煮、味噌煮の３種類の缶詰にしました。どれも食べやす

い味付けとなっております。缶詰なので賞味期限も製造より３年

間となりますので、非常食として置いておいても良いかと思いま

す。ご飯のおともに、お酒のおつまみにいかがでしょうか。 

 

                                                        【南富フーズ】 

 

１４ エゾシカ肉モモブロック約８００ｇ～１ｋｇ  

        寄附金額１万３０００円 

 

 

 

 

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉。高タンパクで、脂質・

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シカ肉を、

北海道の認証を受けている自社工場で加工しました。薄切りにし

て、焼肉・すき焼き・しゃぶしゃぶ等でお召し上がりください！ 

 

                                                                 【南富フーズ】 

 

１５ エゾシカ肉ジンギスカン ９００ｇ  

        寄附金額１万４０００円 

 

 

 

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉のジンギスカンを自社工場で製造し

ています。高タンパクで低カロリー、鉄分とミネラルが豊富な柔らかくてとっ

ても美味しいエゾシカジンギスカンです。ジンギスカンのみを焼いてももちろ

ん美味しいですが玉ねぎやニンジン、ピーマン、もやしなどと一緒に炒め煮

にすると、一 層美味しくお召し上がりいただけます。また、焼うどんのように

しても美味しいですよ♪エゾシカ肉が本当に柔らかいのでお子様でも食べ

やすいと思います。北海道の味をご自宅でぜひどうぞ☆ 

                                                                    【南富フーズ】 

 

１６ エゾシカ肉の焼肉セット  

       寄附金額１万４０００円 

 

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉のジンギスカンを自社工場で製造

しています。高タンパクで低カロリー、鉄分とミネラルが豊富な柔らかくてと

っても美味しいエゾシカジンギスカンと、くせがなくあっさりと仕上げたエゾ

シカフランクのセットです。どちらもしっかりと味がついているのでご飯が進

みます♪北海道ならではの味をご家庭でお楽しみください☆ 

                                                                    【南富フーズ】 

１７ エゾシカ肉のスライス２種食べ比べお試しセット   

        寄附金額１万４０００円        
 

 

 

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉を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自社の施設で処理・加工をし

ています。高タンパクで低カロリー、鉄分とミネラルが豊富な体に良い柔らか

くてとっても美味しいエゾシカ肉のモモ肉とロース肉のスライスをそれぞれ５

００ｇずつご用意いたしました。しゃぶしゃぶとしても美味しいですし、いろい

ろなお鍋に入れたり、野菜と一緒に炒めたり、牛肉や豚肉とお肉と同じよう

にお召し上がりいただけます。女性やお子様に嬉しい栄養素がたくさん入っ

ているのでおすすめです☆ 

【南富フーズ】 

１８ エゾ鹿肉を使った愛犬のおやつＡとレトルトエゾシカステーキ２個セット  

寄附金額１万５０００円 
 

 

 

 

 

 

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、素材そのものを独自の製法で乾燥させた 100%無添加の製品です。また、そのまま食べられる、エゾシカ

肉をステーキ状にして煮た、愛犬用レトルトエゾシカステーキ 2 袋をセットにしました。愛犬に合わせてカットして、フー

ドと混ぜても良いです★今までと一味違う、体に良いおやつを大切な愛犬、また愛猫にも是非どうぞ♪ 

【南富フーズ】 
 

 

内容 

・エゾシカ肉ジンギスカン 

            ３００ｇ×３袋 

 

 内容 

・エゾシカ大和煮 １６０ｇ  ２個 

・エゾシカ味噌煮 １６０ｇ  ２個 

・エゾシカカレー煮１６０ｇ  ２個 

 

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 

・レトルトエゾシカステーキ   １２０ｇ ２袋 

 

内容 

・エゾシカモモ肉  ５００ｇ 

・エゾシカロース肉 ５００ｇ  

内容 

・エゾシカ肉 モモブロック 約８００ｇ～１ｋｇ 

※１パックでお届けします。 

 

 

 

※写真はイメージです。 

内容 

・エゾシカ肉ジンギスカン ３００ｇ×2 袋 

・エゾシカフランク８本入 

受付休止 



 

謝礼（特産品）カタログ ２ 
１万１０００円以上の寄附でお選びいただける商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          

                                          

                                          

 

 
 
 
 
 
   
 

 

 

１９ バタじゃが５玉入×３袋 北海道スイートコーン×５本 

        寄附金額１万５０００円 
 

 

 

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にした「バ   タじゃが」と、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

パックした「北海道スイートコーン」のセットです。どちらもレンジで温めるだ

けで手軽に北海道の味をお楽しみいただけます。 

                                                                【南富良野振興公社】 

 

２０ エゾシカ肉ロースブロック約８００ｇ～１ｋｇ  

        寄附金額１万６０００円 

 

 

 

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉。高タンパクで、脂質・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シカ肉を、北海道の認証を受け

ている自社工場で加工しました。厚めにカットしてステーキやカツレツはもち

ろん、薄切りにして焼肉・しゃぶしゃぶでも美味しくお召し上がりいただけま

す！ 

                                                                     【南富フーズ】 

 

２１ エゾシカ肉ヒレブロック約８００ｇ～１ｋｇ  

       寄附金額１万７０００円 

 

 

 

 

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉。高タンパクで、脂質・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シカ肉を、北海道の認証を受け

ている自社工場で加工しました。厚めにカットしてステーキやカツはもちろん、

薄切りにして焼肉・しゃぶしゃぶでも美味しくお召し上がりいただけます！ 

 

                                                                     【南富フーズ】 

２２ ２種のベリー手作りジャムセット ２４０g×２個 

     寄附金額１万７０００円 
                                            

 

 

 

農薬を一切使わず育った当園の果実と北海道産てんさい糖のみを加えて

作ったジャムです。たくさんあるベリーの木から一つずつ手摘みで収穫し、全

て手作りで無添加の安心安全なさらっとしたジャムです。たっぷり２４０ｇ入

っているので贅沢にパンやアイスと共に、またお肉料理のソースとして等お

料理にも是非使ってみてください。 

※内蓋で手を切らないようお気をつけください。 

                                                       【Farm&Cafe ベリーズ】 

２３ ４種のベリー手作りジャム８個セット （ハスカップ・カシス・ブルーベリー・ラズベリー） 

    寄附金額１万８０００円 
                                                 

        

                                             

           

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】 

２４ ふらのっち全種類食べ比べセット １２袋入り×４箱 

    寄附金額２万円 
                

                                         

 
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。

たっぷり 4 箱をお届けしますので食べ比べてみてください。 

                                  【ＪＡふらの】 

 

  

内容                                       

・ブルーベリージャム  ２４０ｇ 

・ラズベリージャム   ２４０ｇ 

・ハスカップジャム   ２４０g 

・カシスジャム      ２４０g 

※4 種類から 2 種類お選びください。 

 

 

 

 

 

 

内容 

・ハスカップジャム  １２０ｇ ２個 

・カシスジャム     １２０ｇ ２個 

・ブルーベリージャム １２０ｇ ２個 

・ラズベリージャム   １１５ｇ ２個 

                                                          

 

受付終了 

 

 

内容 

・バタじゃが５玉入     ３袋 

・北海道スイートコーン  ５本 

 

内容 

・エゾシカ肉 ロースブロック 約８００ｇ～１ｋｇ 

      ※1 パックでお届けします。 

  

内容 

・エゾシカ肉 ヒレブロック 約８００ｇ～１ｋｇ 

※１パック２本入りですが、重さにより、 

３～５パックでのお届けとなります。 

※写真はイメージです。 

※写真はイメージです。 

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 

 

 

受付終了 



 

謝礼（特産品）カタログ ２ 
１万１０００円以上の寄附でお選びいただける商品 

２５～７ 富良野ラベンダー入り＊ドライフラワーリース 

    寄附金額２万円           （発送まで２週間ほどかかります） 

南富良野の高原に位置する工房農園で、農薬を使用せずドライフラワー用に栽培した花を自然乾燥させ、蔓の土

台にアレンジしたナチュラルなリースです。たくさんの種類の花を使った豪華なオリジナルリースなので、ギフトにも大

変喜ばれています。生花のような美しい色合いと自然の香りを楽しめる本物志向のドライフラワーリースを北海道南

富良野からお届けします。 
 

２５ ピンク系２５㎝  ２６ イエロー系２５㎝  ２７ ブルー系２５㎝ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      【エンジェル・リース工房】 
 

 

２８ エゾシカ肉加工品セットＢ 

        寄附金額２万円 

 

 

 
 

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。 

高タンパクで低カロリー、鉄分、ミネラル豊富な柔らかくてとっても美味しいエゾシ

カ肉を使用し、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。ソーセージ、ベーコンはとにかくジューシー！焼くと脂がジュワっとでてきて、

本当に癖がなく、とても美味しいです！サラミはスパイスが効いていて臭みもなく

程よい噛み応えがあります。スモークハムは、柔らかくて、スモークの香がいいアク

セントになっています。どれもおかずにもおつまみにもピッタリです☆ 

【南富フーズ】      

 

２９ エゾシカコロッケ３０個セット 

        寄附金額２万円 

 

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】 

３０ エゾシカ肉を使った愛犬のおやつＢ   

        寄附金額２万円        

                   

                                                                         

 

 

 

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、素材そのも

のを独自の製法で乾燥させた 100%無添加の製品です。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、また愛猫にも是非どうぞ♪ 

【南富フーズ】 

３１ 木のおもちゃ「クルクルサンサンカー」 

寄附金額２万５０００円 
 

 

 

GOOD TOY AWARD 2010「林野庁長官賞」 受賞！紐を引っぱると両側の円盤が

カチカチと音色をたてながら回る木のおもちゃ。車輪を前後に動かすことで両側に

ある沢山のビー玉がカチカチとリズミカルに心地の良い音を響かせます。カラフルな

ビー玉と丸みのある特徴的なデザインには不思議な懐かしさも…。 
 

～～スタジオノートの工房は北海道のほぼ真ん中、南富良野町の森の中にあります～～ 

堅い木であるカバ材をしっかりと磨き上げる事で手触りも良く、木の温もりを感じられるように仕上げています。出産祝いや、

お孫さんへのプレゼントにも人気となっております。森の中の工房は沢山の木々に囲まれ、木のおもちゃの材料となる良質な木

が沢山あります。冬はもの凄く寒い厳しい環境だからこそ、堅くて丈夫な木が育まれているのです。「作り手から使い手へ、親か

ら子へ」少しでも長く木のおもちゃが受け継がれていくよう、丈夫でしっかりとした作りを目指しています。 

【スタジオノート】    

内容 

・富良野ラベンダー入り 

  ドライフラワーリース 25 ㎝  

※基本的に１点ものになりますので、写真のリースはイメージ写真となります。

性質上輸送に際して花などが一部落ちる場合がありますが、ご了承下さい。 

末永く美しさを保つため、直射日光を避けてお飾り下さい。                                           

 

受付終了 
内容 

・スペアリブ 70ｇ ２袋 または アキレス腱 30ｇ ２袋 

・ハツスライスジャーキー  30ｇ ２袋 

・レバースライスジャーキー 40ｇ ２袋 

・モモスライスジャーキー   30ｇ ２袋 

・粗びきカットジャーキー   30ｇ ２袋 

・エゾシカふりかけ      30ｇ ２袋 

 

 

 内容 

・エゾシカソーセージ 3 本入(240g) 2 袋 

・エゾシカサラミ 130g            １袋 

・エゾシカスモークハム 60g       2 袋 

・エゾシカバラベーコン 200g      2 袋 

 

内容 

・エゾシカコロッケ３個入り×１０袋 

内容 

・クルクルサンサンカー×１ 



 

謝礼（特産品）カタログ ２ 
１万１０００円以上の寄附でお選びいただける商品 

３２～３６ 映画 「鉄道員（ぽっぽや）」ロケセットデザイン画複写 

寄附金額２万５０００円 
 

1999 年に公開された高倉健さん主演映画 「鉄道員（ぽっぽや）」 のロケセットデザイン画です。降籏 康男監督、

木村 大作カメラマンとともに、美術を担当した福澤勝広氏によって描かれました。映画公開から２０年以上経過し

た今もなお、南富良野町の 「幌舞駅（幾寅駅）」にはロケセットが残され多くのファンが訪れております。 

                                                            【南富良野町】 

３２ 「幌舞駅（正面）」 
 

 

                                                                                       

                                               ３３ 「幌舞駅（裏）」 

 

 

 

 

 

３４ 「便所」 
 

 

 

３５  「だるま食堂」 

 

 

 

 

 

 

３６ 「床屋」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３７ エゾシカ肉のスライス２種食べ比べ満足セット（計２㎏） 

寄附金額２万７０００円  
 

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉を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 HACCP を取得した自社の施設で処理・加工をしています。高タンパクで低カロリー、

鉄分とミネラルが豊富な体に良い柔らかくてとっても美味しいエゾシカ肉のモモ肉とロース肉の

スライスをそれぞれ１㎏ずつご用意いたしました。しゃぶしゃぶとしても美味しいですし、いろい

ろなお鍋に入れたり、野菜と一緒に炒めたり、牛肉や豚肉とお肉と同じようにお召し上がりいた

だけます。女性やお子様に嬉しい栄養素がたくさん入っているのでおすすめです☆ 

【南富フーズ】    

 

３８ エゾシカ肉を使った愛犬のおやつＣ  

       寄附金額３万円 

                   

                                                                         

 

 
 
 

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、素材そのものを独自の製法で乾燥さ

せた 100%無添加の製品です。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。エゾ鹿肉のペットのおやつＡの３倍の量が入っていて、

希少部位のおやつのプレゼントがついてくる特別セットです。今までと一味違う、体に良いおや

つを大切な愛犬、また愛猫にも是非どうぞ♪ 

【南富フーズ】     

 

３９ 北海道スイートコーン×３０本 

      寄附金額３万円 
 

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。たっぷり３０本入っていますので、北海道の夏の味覚を

長くお楽しみいただけます☆ 

                                                       【南富良野振興公社】 

 

内容 

・映画 「鉄道員」 

 デザイン画複写 「幌舞駅（正面）」 

             用紙サイズＢ４ 
 

 

 

 

内容 

・スペアリブ 70ｇ ３袋 または アキレス腱 30ｇ ３袋 

・ハツスライスジャーキー  30ｇ ３袋 

・レバースライスジャーキー 40ｇ ３袋 

・モモスライスジャーキー   30ｇ ３袋 

・粗びきカットジャーキー   30ｇ ３袋 

・エゾシカふりかけ      30ｇ ３袋 

※プレゼントのおやつ１袋 

 

内容 

・エゾシカもも肉  ５００ｇ×２ 

・エゾシカロース肉 ５００ｇ×２ 

 

内容  

・北海道スイートコーン  ３０本 



 

謝礼（特産品）カタログ ２ 
１万１０００円以上の寄附でお選びいただける商品 

商品番号４４・４５の商品の注意点 
※画像はイメージです。 

※一点一点手作りでの品物となりますので、お申し込みの際は注意点をよくお読みになってください。 

【お申込みの際の注意点】 

※全てを手作業で制作しておりますので作品ごとに色や形がわずかに異なりますことご理解ください。 

※直射日光で変色する場合がありますので、日光のあまり当たらないところに飾ってください。 

※染色の特性上、染めムラやかすれ、色落ちがある場合があります。 

※お申込み前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願いいたします。 

※画面上と実物では色が異なって見える場合があります。 

４０ 糀甘酒 ３種類飲み比べ（各１０個） 計３０個セット 

    寄附金額３万５０００円 

 
南富良野産の果実をたっぷり使用し、砂糖や着色料を一切使用していない米糀

甘酒です。米糀の甘酒は腸内環境を整えるほか健康や美容に効果があるとされ、

健康食品としても知られています。糀と果実のみで作っているので、糀の甘さと果

実の爽やかな酸味が広がり、甘酒が苦手な方にも飲みやすくなっております。パッ

クにはキャップもついているので、後で飲み直すこともできます。保存料、添加物、

アルコール分が入っていないので、お子さんやお酒が飲めない方にもおススメで

す。そのままでももちろん、温めたり冷やしたりお好みでお楽しみください。3 種類を

セットでお届けいたします。飲み比べてご賞味ください。 

                                                              【鳥羽農園】 

４１ 「夜明けのうた」ファブリックパネル 

 寄附金額３万７０００円 

 
 

『夜明けのうた』 

明け方に聞いたたくさんの小鳥たちの声から想像した景色です。白樺の林で目を覚まし

たばかりの小鳥たちが思い思いにさえずっています。シルクスクリーンの手捺染で染めた生

地をファブリックパネルに仕立てました。 

パネルもサイズに合わせて作っています。後ろには金具と紐がついていて壁にそのままかけられるようになっています。 

鳥の色は一つ一つ筆で入れているため個体差があります(写真と異なる場合があります)が、チョイスはこちらにお任せくださ

い。型のデザイン、製版からプリント、蒸し、洗いまで、一人で行っています。こちらの作品は全体の白樺と鳥の柄をプリントした

後に、鳥を筆で色挿し、その後に蒸しと洗いの工程をしています。 

【坂本 友希】    

４２ 北海道土産で大人気！バタじゃが１００個 

        寄附金額４万円 
 

 

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 100 個お楽し

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が魅力です。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】 

４３ 「山とオオカミ」ファブリックパネル 

寄附金額４万３０００円 

 

『山とオオカミ』 

八ヶ岳の山並みと苗場山頂上の高層湿原が混ざったような景色の中にチョコンとオオカミが

歩いています。 

鹿が増え続けている日本の山々のことを考えた時、ふとオオカミがいたらなぁ…と考えたこと

からつくりました。 

シルクスクリーンの手捺染で染めた生地をファブリックパネルに仕立てました。 

パネルもサイズに合わせて作っています。後ろには金具と紐がついていて壁にそのままかけられるようになっています。型のデ

ザイン、製版からプリント、蒸し、洗いまで、一人で行っています。こちらの作品は水色、緑、茶色、黄の 4 つの型を一つずつ重

ねてプリントした後に、蒸しと洗いの工程をしています。 

【坂本 友希】 

 

 

 

 

４４ 約１４個分！鳥羽農園の『手しぼり』ミニトマトジュース ８３ｇ×４０本セット 

寄附金額４万５０００円 

 
南富良野町自慢の鳥羽農園のミニトマトジュース 83ｇの飲みきりサイズを４０本

セットにしました。トマトジュースといえば大きな普通サイズのトマトジュースがほとん

どですが、鳥羽農園では寒暖差や日照時間など天候に左右されながらも大切に育

てられたとってもあまーいミニトマトを無添加、無塩、無加水の 100％ミニトマトのみ

で作られているジュースにしました。83ｇの中にミニトマト 14 個分のおいしさがギュ

ーッと詰まっています。是非お試しください☆ 

               【鳥羽農園】    

４５ 約１２０個分!鳥羽農園の『手しぼり』ミニトマトジュース ７２０ｇ×２４本セット 

寄附金額１３万円 

 

鳥羽農園のミニトマトジュースは、一本一本手しぼりで、約120 個分のミニトマトがギュッと濃縮されたジュ

ースにしました 720ｇ  サイズを 24 本お届けします。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】  

 

内容 

・ミニトマトジュース  ７２０ｇ×２４本 

 

内容 

・ミニトマト甘酒    120g×10 個 

・ミックスベリー甘酒 120g×10 個 

・シーベリー甘酒   120g×10 個 

 

内容 

・ファブリックパネル 

サイズ：縦45cm×横45cm 厚み 2.3cm 

・生地素材：麻キャンバス 

 

 

 内容 

・バタじゃが５玉入   ２０袋 

            （１００個） 

内容 

・ファブリックパネル 

サイズ：縦約59cm×横約50cm 厚み約2.3cm 

・生地素材：麻キャンバス 

内容 

・ミニトマトジュース  ８３ｇ×４０本 

 


