
  謝礼（特産品）カタログ １ 

       １万円寄付でお選びいただける商品 

１ 満たんセット 

                            

 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】 

 

 

 

  

２ バタじゃが５玉入×５袋 

 

 

 

 

 

                                        

                                        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。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】 

 

 

 

内容 

・バタじゃが 5 玉入り   ５袋 
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３ 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】 

 

 

 

 

 

 

 

４  白 金 山  もち米どぶろく  

 

                          

               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】 

                   

 

 

 

内容 

 

・北海道スイートコーン 10 本 
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５ 防災備蓄セット 
 

                                        

 内容 

                              ・災害備蓄用パン         ６缶 

                                          （パイン・クランベリー・かぼちゃ 

                                                  1缶にパンが2つ入っています）                     

 

                                              ・クッキー 

・コーヒー 

                                     

  
 

南富良野町にある社会福祉法人大乗会で経営しているパン屋「なんぷ～香房」で販売しているパン 

の缶詰とクッキーとコーヒーのセットです。南富良野は平成28年に水害に遭い、このなんぷ～香房も水

に浸かり大きな被害がありました。そこから復旧し通常通り営業出来ています。パンの缶詰は、災害備

蓄品として、製造より 5 年間常温保存が可能なので、もしもの時の備えにしてはいかがでしょうか。備

蓄用としておりますが賞味期限が近くなれば、ご家族やご友人と美味しくお召し上がり下さい。また、備

蓄はできませんが、同じ、なんぷ～香房で作っている素朴なクッキーと店舗で焙煎しているコーヒーもセ

ットになっておりますので、ほっと一息ついてみてはいかがですか？ 

【なんぷ～香房】 

        
 

          

６ メロン詰合  ７月から８月のみ 限定１００箱  

（※発送は、７月中旬～８月中旬） 
  

                  内容 

                                           ・ 赤肉メロン 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。  

                                                     【農産物直売所 作倶
さ く

楽
ら

】 

 

受付終了 

 

※こちらの 2 点は備蓄用ではございま

せんので、賞味期限までにお召し上

がりください。 



               謝礼（特産品）カタログ １ 
 

７ 豊作セット  ９月から１０月のみ 
         

    

                                     

    内容      

・馬鈴薯             

                                          ・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。 

                                

 

             

 

南富良野町で採れた野菜の詰合せです。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。 

【農産物直売所 作倶楽】 

 
 
 
 

８ グリーンアスパラ詰合  ５月中旬から６月下旬のみ【数量限定】 

          

  

 

内容  

・グリーンアスパラ    約２Ｋ 

                                ※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☆ 

【農産物直売所作倶楽】 

 

 

受付終了 

 

受付終了 
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９ エゾ鹿肉は森の恵み！鹿肉ギフトセット（ジャーキーセット） 

                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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】 
 

 

１０ エゾ鹿肉は森の恵み！鹿肉ギフトセット 

（ソーセージ・ジャーキーセット） 

                                                                                                

 

 

 

 

  

 

 

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】 

  

 

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 

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  １袋 

・エゾシカソーセージ 3 本入  １袋  
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１１ エゾ鹿肉加工品セットＡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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】 

 

 

１２ エゾ鹿肉を使った愛犬のおやつＡ                

                   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

            

 

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】 

 

 
 

内容 

・エゾシカソーセージ 3 本入(240g) １袋 

・エゾシカサラミ（スライス）60g     １袋 

・エゾシカスモークハム 60g       １袋 

・エゾシカバラベーコン 200g      １袋 

 

内容 

・スペアリブ          70ｇ 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 
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１３ 愛犬用エゾシカ肉ミンチ １ｋｇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        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】 

 

 

 

 

  

１４ 愛犬用エゾシカ肉レトルトコロコロ煮 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、サイコロ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、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】  

 

 

 

 

内容 

 

・エゾシカ肉ミンチ 

６個入り（２４０ｇ）×４パック 

                  

           

 

内容 

 

・エゾシカ肉コロコロ煮１２０ｇ 

                ×４個 
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１５ 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】 

 

 

 

 

 

１６ ふらの大地和牛 焼肉用 （お届けまで１か月半程かかります。） 
             

 

内容 

   ・ふらの大地和牛焼肉用  350ｇ 

      （モモ・カタ・バラ使用） 

     

 

 

 

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】 
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１７ 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 

・富良野厳選野菜中濃ソース 

・富良野厳選野菜濃厚ソース 

・ふらのトマトケチャップ 

・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】 

 

１８ 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ポーク 

・富良野ブラックカレービーフ 

・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】 
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１９ ＪＡふらのギフトセットＣ （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 

・ふらの厳選野菜ソース中濃 

・ふらの厳選野菜ソース濃厚 

 

                                       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】 

                                                                                                                                                                

２０ 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。） 
 

 

 

 

  

 

 

                                           

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】 

 

 

  

   
   

  
     

 

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。 
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２１ ふらの産精米もち米【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】 

 

 

 

 

２２ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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】 

 

 

 

 

 

内容 

 

・精米もち米【はくちょうもち】 

             １kg×５袋 

 

 

内容 

 

・富良野にんじん１００ 160g  30 缶 
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２３ ふらの産じゃがいも【男爵】１０ｋｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

 

 

 

 

 

 

２４ 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】 

 

 

 

 

内容 

 

・ふらの産じゃがいも【男爵】 

               １０ｋｇ 

 

 

内容 

 

・ふらの産玉ねぎ   １０ｋｇ 
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２５ ふらの産じゃがいも【男爵】・玉ねぎセット  計１０ｋｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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】 

 

 

 

２６ 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】 

 

 

 
 

内容 

・ふらの産じゃがいも【男爵】   

Ｌサイズ ５kg 

 

・ふらの産玉ねぎ    Ｌサイズ ５kg 
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２７ ベリーズのジャム ４個セット  
     （ハスカップ・カシス・ブルーベリー・ラズベリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              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】 

 

 

 

 

２８ ベリーズの自家農園産 冷凍ブルーベリー１kg 

                      
       

 

 

 

 

 

 

 

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】 

 

 

 

内容 

・冷凍ブルーベリー    

５００ｇ×２袋  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

内容 

・ハスカップジャム  １２０ｇ １個 

・カシスジャム     １２０ｇ １個 

・ブルーベリージャム １２０ｇ １個 

・ラズベリージャム   １１０ｇ １個 
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２９ ベリーズの自家農園産 冷凍カシス１kg 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 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】 

 

 

 

 

３０ ベリーズの自家農園産 冷凍ハスカップ１kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

 

 

 

 
  

内容 

・冷凍カシス  

      ５００ｇ×２袋  

   

内容 

・冷凍ハスカップ  

      ５００ｇ×２袋  
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３１ 南富良野エゾシカキーマカレー （１人前２００ｇ×４箱） 
      

                                             

       

           

 

 

 

 

                                          南富良野町幾寅の駅のそばにある、旅籠

屋＆レストラン「なんぷてい」。今日一日の

旅を終えた旅人がホッとくつろげる温かいお

もてなしの心を大切に・・・という思いを込め

て営業しています。厳選した牛肉を鉄板で

焼きながら食べる「なんぷカレー」は、海外か 

らわざわざ食べに来る人がいる程人気の看板メニューです。そんなカレーが人気のお店の鹿肉を使用した 

キーマカレーです。キリッとしたスパイス感と、野菜や果物由来の酸味があり、スッキリとした後味が特徴的 

なカレーにじっくりと炒めた南富良野産の鹿肉を合わせました。スパイシーなカレーですが、辛すぎず、深み 

のある味わいです。ぜひご賞味ください。 

                                                         【なんぷてい】 

 

                                     

３２ 南富良野なんぷ亭エゾシカ冒険カレー 
（１人前２００ｇ×４箱） 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                          南富良野町幾寅の駅のそばにある、旅籠

屋＆レストラン「なんぷてい」。今日一日の

旅を終えた旅人がホッとくつろげる温かいお

もてなしの心を大切に・・・という思いを込め 

て営業しています。厳選した牛肉を鉄板で焼きながら食べる「なんぷカレー」は、海外からわざわざ食べに来 

る人がいる程人気の看板メニューです。そんなカレーが人気お店の、南富良野産の鹿肉を使用した南富良 

野なんぷ亭エゾシカ冒険カレーです。スパイシーなカレールーですが、コクがあり、どこか懐かしい味わいが、 

程よく噛み応えがあるゴロゴロと入った鹿肉と、とてもよく合います。キーマカレーよりもしっかりと鹿肉のお 

いしさを感じたい方におすすめです。 

                                                          【なんぷてい】 

 

 

内容 

・南富良野エゾシカキーマカレー 

            １人前２００ｇ×４箱 

 

 

 

 

内容 

・南富良野なんぷ亭エゾシカ冒険カレー 

            １人前２００ｇ×４箱 
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３３ 南富良野なんぷ亭エゾシカキーマカレー （１人前２００ｇ×２箱） 

     南富良野なんぷ亭エゾシカ冒険カレー  （１人前２００ｇ×２箱） 
 

 

 

 

 

 

 

                                               

      南富良野町幾寅の駅のそばにある、旅籠屋＆

レストラン「なんぷてい」。今日一日の旅を終え

た旅人がホッとくつろげる、温かいおもてなし 

   の心を大切に・・・という思いを込めて営業しています。厳選した牛肉を鉄板で焼きながら食べる「なんぷカ

レー」は、海外からわざわざ食べに来る人がいる程人気の看板メニューです。そんなカレーが人気お店の、

南富良野産の鹿肉を使用したキーマカレーとエゾシカ冒険カレーを２箱ずつご用意いたしました。キリッとし

たスパイス感がありながらも辛すぎず、野菜や果物由来の酸味がある、スッキリとした後味が特徴的なカレ

ーに、じっくりと炒めた南富良野産の鹿肉を合わせたキーマカレーと、スパイシーですがコクがあり、どこか懐

かしい味わいが、程よく噛み応えがあるゴロゴロと入った鹿肉と、とてもよく合う冒険カレー。２種類のエゾ

シカカレーを是非食べ比べてみてください♪ 

                                                       【なんぷてい】 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 

・南富良野なんぷ亭エゾシカキーマカレー 

               １人前２００ｇ×２箱 

・南富良野なんぷ亭ゾシカ冒険カレー 

               １人前２００ｇ×２箱 

  

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
       寄付額１万１０００円以上でお選びいただける商品 

 

 

１ ベリーズの自家農園産 ３種の冷凍ミックスベリー１．５kg 
    （ブルーベリー・カシス・ハスカップ ） 

    寄付金額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】 

 

 

２ ２種のベリー手作りジャムセット ２４０g×２個 

       寄付金額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】 

 

 

 
 

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 

・冷凍ブルーベリー   ５００ｇ  

・冷凍カシス       ５００ｇ  

・冷凍ハスカップ     ５００ｇ  
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３ 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） 

     寄付金額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】 

 

 

４ 富良野ラベンダー入り＊ドライフラワーリースピンク系２５㎝  

    寄付金額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。 

                                                      【エンジェル・リース工房】 

 

 

 

 

 

 

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   １１０ｇ ２個 

                                                           

 

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。                                           
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５ 富良野ラベンダー入り＊ドライフラワーリースイエロー系２５㎝  

    寄付金額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。 

                                                      【エンジェル・リース工房】 

 

６ 約１２０個分！鳥羽農園の『手しぼり』ミニトマトジュース  

７２０ml２本セット  

寄付金額１万１０００円 

 

                                         内容                                       

                                         ・ミニトマトジュース  ７２０ｍｌ ２本 

                                          

                                                  

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】   

 

 

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。                                           
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７ 約１４個分！鳥羽農園の『手しぼり』ミニトマトジュース  

８０ml４０本セット 

寄付金額４万５０００円 
 

 

 

 

内容 

                                         ・ミニトマトジュース  ８０ｍｌ ９本 

 

 

                          

 

 

 南富良野町自慢の鳥羽農園のミニトマトジュース 80ｍｌの飲みきりサイズを 9 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。80ml 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】 

 

 

８ 約１２０個分!鳥羽農園の『手しぼり』ミニトマトジュース  

７２０ml２４本セット    

寄付金額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720ml  

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  ７２０ml ２４本 
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９ ふらのっち全種類食べ比べセット １２袋入り×４箱 

    寄付金額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】 

 

 

 

１０ エゾシカ肉の缶詰 ６缶セット   

      寄付金額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】 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          

                                          

                                          

 

 
 
 
 
 
   
 

 

  

 
 

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 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

１１ エゾシカ肉ジンギスカン ９００ｇ  

       寄付金額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】 

 

１２ エゾ鹿肉を使った愛犬のおやつＡと 

エゾシカコロコロ煮２個セット  

寄付金額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、レトルトタイプのその

まま食べられるエゾシカ肉をサイコロ状にして煮た、コロコロ煮をセットにしました。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】 

 

 

内容 

・エゾシカ肉ジンギスカン 

            ３００ｇ×３袋 

 

 

内容 

・スペアリブ          70ｇ 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 

・エゾシカ肉コロコロ煮    １２０ｇ ２袋 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

１３ エゾシカ肉加工品セットＢ 

       寄付金額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】 

 

１４ エゾシカ肉を使った愛犬のおやつＢ   

      寄付金額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】 

内容 

・スペアリブ          70ｇ 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 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
１５ エゾシカ肉を使った愛犬のおやつＣ  

       寄付金額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、おまけに希少部位のおやつ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♪ 

 

１６ 南富良野なんぷ亭エゾシカキーマカレー （１人前２００ｇ×５箱） 

     南富良野なんぷ亭エゾシカ冒険カレー  （１人前２００ｇ×５箱） 

        寄付金額２万５０００円 
 

 

 

 

 

 

 

 南富良野町幾寅の駅のそばにある、旅籠屋＆レストラ 

ン「なんぷてい」。厳選した牛肉を鉄板で焼きながら食 

べる「なんぷカレー」は、海外からわざわざ食べに来る 

人がいる程人気の看板メニューです。そんなカレーが 

人気お店の、南富良野産の鹿肉を使用したキーマカレ 

ーと冒険カレーを２箱ずつご用意いたしました。キリッとしたスパイス感がありながらも辛すぎず、野菜や

果物由来の酸味がある、スッキリとした後味が特徴的なカレーに、じっくりと炒めた 南富良野産の鹿肉

を合わせたキーマカレーと、スパイシーですが、コクがあり、どこか懐かしい味わいが、程よく噛み応えが

あるゴロゴロと入った鹿肉と、とてもよく合うエゾシカ冒険カレー。２種類のエゾシカカレーを是非食べ比

べてみてください♪ 

                                                           【なんぷてい】 

 

 

 

内容 

・南富良野なんぷ亭 

エゾシカキーマカレー  ５箱 

・南富良野なんぷ亭 

        エゾシカ冒険カレー  ５箱 

内容 

・スペアリブ          70ｇ 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 

※おまけのおやつ１袋 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

 

 

１７ 南富良野なんぷ亭エゾシカ冒険カレー ２０箱 

    寄付金額５万円 
 

 

         

 

 

 

                                      南富良野町幾寅の駅のそばにある、旅籠屋＆レ 

ストラン「なんぷてい」。厳選した牛肉を鉄板で焼き

ながら食べる「なんぷカレー」は、海外からわざわ 

ざ食べに来る人がいる程人気の看板メニューです。そんなカレーが人気お店の、南富良野産の鹿肉を使

用した南富良野なんぷ亭エゾシカ冒険カレーを２０箱お届けします。スパイシーなカレールーですが、コク

があり、どこか懐かしい味わいが、程よく噛み応えがあるゴロゴロと入った鹿肉と、とてもよく合います。キ

ーマカレーよりもしっかりと鹿肉のおいしさを感じたい方におすすめです。 

                                                          【なんぷてい】 

 

 

 

 

 

１８ 南富良野なんぷ亭エゾシカキーマカレー ３０箱 

 寄付金額７万円 
 
 

 

 

 

 

                                    南富良野町幾寅の駅のそばにある、旅籠屋＆レスト 

ラン「なんぷてい」。厳選した牛肉を鉄板で焼きながら 

食べる「なんぷカレー」は、海外からわざわざ食べに 

来る人がいる程人気の看板メニューです。そんなカレ 

ーが人気のお店の鹿肉を使用したキーマカレーを３０箱お届けします。キリッとしたスパイス感と、野菜

や果物由来の酸味があり、スッキリとした後味が特徴的なカレーにじっくりと炒めた南富良野産の鹿肉

を合わせました。スパイシーなカレーですが、辛すぎず、深みのある味わいです。ぜひご賞味ください。 

                                                         【なんぷてい】 

 

 
 
 
 

 

 

 

内容 

 

・南富良野なんぷ亭 

エゾ鹿キーマカレー２００ｇ  ３０箱 

 

 
 

 
 

 

内容 

 

・南富良野なんぷ亭 

エゾ鹿冒険カレー２００ｇ  ２０箱 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

１９ くまささ茶缶１９０ｇ×３０缶 

     寄付金額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】 

 

２０ 富良野メロンスイーツ１２個入 

    寄付金額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】 

 

 

内容 

 

・くま笹茶缶   １９０ｇ×３０本 

 

 

内容 

 

・富良野メロンスイーツ 75ｇ×１２個 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

２１ くまささ茶ペットボトル ２４本セット 

      寄付金額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】 

 

 

２２ 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 

      寄付金額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】 

 

 

 

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 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

 

２３ バタじゃが５玉入×３袋 

          北海道スイートコーン×５本 

      寄付金額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】 

 

 

 

２４ 北海道スイートコーン×３０本 

      寄付金額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 

・バタじゃが５玉入     ３袋 

・北海道スイートコーン  ５本 

 

 

内容  

 

・北海道スイートコーン  ３０本 

  

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

２５ 北海道土産で大人気！バタじゃが１００個 

      寄付金額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】 

 

 

２６ 映画 「鉄道員（ぽっぽや）」 

デザイン画複写 「幌舞駅（正面）」 

寄付金額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】 

 

 

内容 

・バタじゃが５玉入   ２０袋 

            （１００個） 

 

      

内容 

・映画 「鉄道員」 

 デザイン画複写 「幌舞駅（正面）」 

                   



       謝礼（特産品）カタログ ２ 

２７ 映画 「鉄道員（ぽっぽや）」 

デザイン画複写 「幌舞駅（裏）」 

寄付金額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】 

 

２８ 映画 「鉄道員（ぽっぽや）」 

デザイン画複写 「便所」 

寄付金額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】 

 

 

       

内容 

・映画 「鉄道員」 

 デザイン画複写 「幌舞駅（裏）」 

                   

 

 

 

       

内容 

・映画 「鉄道員」 

 デザイン画複写 「便所」 

 



       謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

２９ 映画 「鉄道員（ぽっぽや）」 

デザイン画複写 「だるま食堂」 

寄付金額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】 

 

３０ 映画 「鉄道員（ぽっぽや）」 

デザイン画複写 「床屋」 

寄付金額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】 

 

 

       

内容 

・映画 「鉄道員」 

 デザイン画複写 「だるま食堂」 

 

 
 

       

 

内容 

・映画 「鉄道員」 

 デザイン画複写 「床屋」 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

３１ ログホテルラーチ ペア宿泊券（ツインルーム） 

                      夏季（６月～１０月） 

       寄付金額１１万８０００円 
 

                                            【利用期間：2021 年 6 月 1 日～ 

10月31日】 
   

北海道産カラマツのログ（丸太）を使った、   

本格的なログホテルです。４３平方メートル 

の広い室内は、全室メゾネットタイプ（２階 

が寝室）です。 

冷暖房、ユニットバス、ウォシュレット（シャ   

ワー）トイレ付きです。高い天井には室内 

温度を均一化するためのシーリングファ 

ン、寝室には加湿器も備えられています。 

テラスからは、カラマツ林を透してかなやま湖が望めます。カラマツの温もりを感じていただきながら、ごゆっ

くりとお過ごしいただけます。エキストラベッドを使用しますと、３名様までご宿泊できます。 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受

取願います。） 

 

 

《ご夕食は四季折々の味わいをお楽しみいただけるラーチオリジナルの創作フルコースディナーです》 

 

☆夕食 

    かなやま湖風オードブル スープ 本日の魚料理 本日の肉料理 サラダ 特製デザート パン又はライス 

紅茶又はコーヒー 

  

☆朝食 

洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトのほか事前のご予約によって和食メニューに変更も可能

です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。和食への変更はご宿泊

日の１週間前までにご連絡下さいませ。 

  

ディナーの最終案内時間は 19：30 になります。 

 

※お料理につきまして、当ホテルの料理は魚・肉などを使用した洋食が主になります。菜食主義（ベジタリア

ン）のお客様や精進料理をご希望のお客様には対応しておりません。 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

                      

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

３２ ログホテルラーチ ペア宿泊券（ツインルーム） 

                      冬季（１１月～５月） 

      寄付金額８万１０００円 
 

                                          【利用期間：2021 年 11 月 1 日～

2022 年 5 月 31 日】 
   

北海道産カラマツのログ（丸太）を使った、  

本格的なログホテルです。４３平方メートル

の広い室内は、全室メゾネットタイプ（２階

が寝室）です。 

冷暖房、ユニットバス、ウォシュレット（シャワ  

ー）トイレ付きです。高い天井には室内温度

を均一化するため のシーリングファン、寝 

室には加湿器も備えられています。テラスからは、カラマツ林を透してかなやま湖が望めます。カラマツの温

もりを感じていただきながら、ごゆっくりとお過ごしいただけます。エキストラベッドを使用しますと、３名様ま

でご宿泊できます。近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロン

トで入浴券をお受取願います。） 

 

 

《ご夕食は四季折々の味わいをお楽しみいただけるラーチオリジナルの創作フルコースディナーです》 

 

☆夕食 

    かなやま湖風オードブル スープ 本日の魚料理 本日の肉料理 サラダ 特製デザート パン又はライス 

紅茶又はコーヒー 

  

☆朝食 

洋食メニューになります。 

パンと卵料理・ヨーグルトのほか事前のご予約によって和食メニューに変更も可能です。 

和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。 

和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。 

  

ディナーの最終案内時間は 19：30 になります。 

 

※お料理につきまして、当ホテルの料理は魚・肉などを使用した洋食が主になります。菜食主義（ベジタリアン）

のお客様や精進料理をご希望のお客様には対応しておりません。 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

３３ ログホテルラーチ ペア宿泊券（コテージ） 

                      夏季（６月～１０月） 

      寄付金額１６万２０００円 
 

                                           【利用期間：2021 年 6 月 1 日～ 

10 月 31 日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツ  

の本格的なログコテージです。テラスからは、

木々を透して「かなやま湖」が望め、湖水ま

つりの花火を間近にお楽しみいただけます。

コテージ・スタンダートは全６棟。 

１階にリビングとキッチン、階段を下りると

５人様用寝室、お風呂、ウォシュレット（シャ 

ワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約

時にご相談願います。（料金別途） 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受取

願います。） 

ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。 

コテージ前には普通車2台の駐車スペースがありますが、お車が2台を超える場合には、ホテル駐車場もご利

用願います。 

 

《２名様で広々としたとコテージをお使いいただき、お部屋にはウェルカムドリンクと豪華フルーツの盛合わせを

ご用意。コテージでゆったりとおくつろぎ頂き、ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーを

お楽しみいただくプランです。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、至高の贅沢

をお楽しみください。》 

 

＜シェフおまかせスペシャルフルコース＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはラ

イス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

◆ソムリエおすすめのワインをワンドリンクサービス 

  

＜リッチな朝食で朝から優雅なひとときを＞ 

 シェフのこだわり朝食 

  

夕食の最終案内時間は 19：30 になります 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

３４ ログホテルラーチ ペア宿泊券（コテージ） 

                      冬期（１１月～５月） 

      寄付金額１２万５０００円 
 

                                           【利用期間：2021 年 11 月 1 日～

2022 年 5 月 31 日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツ  

の本格的なログコテージです。 

テラスからは、木々を透して「かなやま湖」 

が望め、湖水まつりの花火を間近にお楽し 

みいただけます。 

コテージ・スタンダートは全６棟。 

１階にリビングとキッチン、階段を下りると５

人様用寝室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。ペット同

伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。（料金別途） 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受

取願います。） 

ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。 

コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場も 

ご利用願います。 

 

《２名様で広々としたとコテージをお使いいただき、お部屋にはウェルカムドリンクと豪華フルーツの盛合わ

せをご用意、コテージでゆったりとおくつろぎ頂き、ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースデ

ィナーをお楽しみいただくプランです。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、

至高の贅沢をお楽しみください。》 

 

＜シェフおまかせスペシャルフルコース＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはライ

ス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

◆ソムリエおすすめのワインをワンドリンクサービス 

  

＜リッチな朝食で朝から優雅なひとときを＞ 

 シェフのこだわり朝食 

  

夕食の最終案内時間は 19：30 になります 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

３５ ログホテルラーチ  

ペットと泊まろう♪ペア宿泊券（コテージ） 

                        夏季（６月～１０月） 

      寄付金額１６万２０００円 
 

                                              【利用期間：2021 年 6 月 1 日

～10 月 31 日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラ 

マツの本格的なログコテージです。 

テラスからは、木々を透して「かなやま 

湖」が望め、湖水まつりの花火を間近                                       

にお楽しみいただけます。 

コテージ・スタンダートは全６棟。 

１階にリビングとキッチン、階段を下り 

ると５人様用寝室、お風呂、ウォシュレ

ット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。 

ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受

取願います。） 

ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。 

コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場も 

ご利用願います。 

 

《愛犬と一緒に2名様で広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添加ペッ

トフードをプレゼント。ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーをお楽しみいただくプランで

す。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅沢をお楽しみ

ください》 

 

＜シェフおまかせスペシャルフルコース＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはライ

ス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

◆ソムリエおすすめのワインをワンドリンクサービス 

  

＜リッチな朝食で朝から優雅なひとときを＞ 

 シェフのこだわり朝食 

  

夕食の最終案内時間は 19:30 になります 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

３６ ログホテルラーチ  

ペットと泊まろう♪ペア宿泊券（コテージ） 

                        冬季（１１月～５月） 

      寄付金額１２万５０００円 
 

                                          【利用期間：2021 年 11 月 1 日～

2022 年 5 月 31 日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツの 

本格的なログコテージです。 

テラスからは、木々を透して「かなやま湖」が 

望め、湖水まつりの花火を間近にお楽しみい 

ただけます。  

コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリビン   

グとキッチン、階段を下りると５人様用寝室、 

お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。 

ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受 

取願います。） 

ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。 

コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場も 

ご利用願います。 

 

《愛犬と一緒に 2 名様で広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添加

ペットフードをプレゼント。ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーをお楽しみいただくプ

ランです。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅沢を

お楽しみください》 

 

＜シェフおまかせスペシャルフルコース＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはラ

イス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

◆ソムリエおすすめのワインをワンドリンクサービス 

  

＜リッチな朝食で朝から優雅なひとときを＞ 

 シェフのこだわり朝食 

  

夕食の最終案内時間は 19:30 になります 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

３７ ログホテルラーチ  

特別ディナー付ペア宿泊券（ツインルーム） 

                        夏季（６月～１０月） 

      寄付金額１６万２０００円 
 

                                            【利用期間：2021 年 6 月 1 日～

10 月 31 日】 
 

北海道産カラマツのログ（丸太）を使った、 

本格的なログホテルです。 

４３平方メートルの広い室内は、全室メゾ 

ネットタイプ（２階が寝室）です。 

冷暖房、ユニットバス、ウォシュレット（シャワ 

ー）トイレ付きです。高い天井には室内温度 

を均一化するためのシーリングファン、寝室

には加湿器も備えられています。 

テラスからは、カラマツ林を透してかなやま湖が望めます。カラマツの温もりを感じていただきながら、ごゆっ

くりとお過ごしいただけます。 

エキストラベッドを使用しますと、３名様までご宿泊できます。 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受 

取願います。） 

 

《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》 

 

＜お皿の上で南富良野を満喫＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはライ

ス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

  

☆朝食 

朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか、事前のご予約によって和食メニューに変更も

可能です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。 

和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。  

 

夕食の最終案内時間は 19:30 になります 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

３８ ログホテルラーチ  

特別ディナー付ペア宿泊券（ツインルーム） 

                        冬季（１１月～５月） 

      寄付金額１４万７０００円 
 

                                          【利用期間：2021 年 11 月 1 日～

2022 年 5 月 31 日】 
 

北海道産カラマツのログ（丸太）を使った、本 

格的なログホテルです。 

４３平方メートルの広い室内は、全室メゾネッ 

トタイプ（２階が寝室）です。 

冷暖房、ユニットバス、ウォシュレット（シャワ 

ー）トイレ付きです。高い天井には室内温度を

均一化するためのシーリングファン、寝室には加湿器も備えられています。 

テラスからは、カラマツ林を透してかなやま湖が望めます。カラマツの温もりを感じていただきながら、ごゆっく 

りとお過ごしいただけます。 

エキストラベッドを使用しますと、３名様までご宿泊できます。 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受取 

願います。） 

 

《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》 

 

＜お皿の上で南富良野を満喫＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはライ

ス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

  

☆朝食 

朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか 

事前のご予約によって和食メニューに変更も可能です。 

和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。 

和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。 

  

夕食の最終案内時間は 19:30 になります 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
３９ ログホテルラーチ  

特別ディナー付ペア宿泊券（コテージ） 

                        夏季（６月～１０月） 

寄付金額２０万６０００円 

                                         【利用期間：2021 年 6 月 1 日～ 

10 月 31 日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツの 

本格的なログコテージです。 

テラスからは、木々を透して「かなやま湖」が 

望め、湖水まつりの花火を間近にお楽しみい 

ただけます。 

コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリビン 

グとキッチン、階段を下りると５人様用寝室、

お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。 

ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。（料金別途） 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受 

取願います。） 

ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。 

コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご 

利用願います。 

 

《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》 

 

＜お皿の上で南富良野を満喫＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはライ

ス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

  

☆朝食 

朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか事前のご予約によって和食メニューに変更も可 

能です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。 

和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。 

  

夕食の最終案内時間は 19:30 になります 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

４０ ログホテルラーチ  

特別ディナー付ペア宿泊券（コテージ） 

                        冬季（１１月～５月） 

寄付金額１９万１０００円 

 

                                           【利用期間：2021 年 11 月 1 日～

2022 年 5 月 31 日】 

 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツの 

本格的なログコテージです。 

テラスからは、木々を透して「かなやま湖」が 

望め、湖水まつりの花火を間近にお楽しみい 

ただけます。 

コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリビン 

グとキッチン、階段を下りると５人様用寝室、

お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。 

ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。（料金別途） 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受取 

願います。） 

ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。 

コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご 

利用願います。 

 

《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》 

 

＜お皿の上で南富良野を満喫＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはラ

イス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

  

☆朝食 

朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか 

事前のご予約によって和食メニューに変更も可能です。 

和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。 

和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。 

  

夕食の最終案内時間は 19:30 になります 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

４１ ログホテルラーチ ペットと泊まろう♪  

特別ディナー付ペア宿泊券（コテージ） 

                         夏季（６月～１０月） 

寄付金額２０万６０００円 

 

                                         【利用期間：2021 年 6 月 1 日～   

10 月 31 日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツの 

本格的なログコテージです。 

テラスからは、木々を透して「かなやま湖」が 

望め、湖水まつりの花火を間近にお楽しみい 

ただけます。 

コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリビン 

グとキッチン、階段を下りると５人様用寝室、

お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。 

ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受 

取願います。） 

ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。 

コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場も 

ご利用願います。 

 

《愛犬と一緒に2名様で広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添加ペッ

トフードをプレゼント。ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーをお楽しみいただくプランで

す。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅沢をお楽しみ

ください》 

《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》 

 

＜お皿の上で南富良野を満喫＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはライ

ス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

  

☆朝食 

朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか事前のご予約によって和食メニューに変更も可

能です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。和食への変更はご宿泊

日の１週間前までにご連絡下さいませ。 

 夕食の最終案内時間は 19:30 になります                             【ログホテル ラーチ】 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

４２ ログホテルラーチ ペットと泊まろう♪  

特別ディナー付ペア宿泊券（コテージ） 

                         冬季（１１月～５月） 

寄付金額１９万１０００円 

 

                                         【利用期間：2021 年 11 月 1 日～

2022 年 5 月 31 日】 

 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツの 

本格的なログコテージです。 

テラスからは、木々を透して「かなやま湖」が 

望め、湖水まつりの花火を間近にお楽しみい 

ただけます。 

コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリビン

グとキッチン、階段を下りると５人様用寝室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シ

ーリングファン付きです。 

ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。 

近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受 

取願います。） 

ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。 

コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場も 

ご利用願います。 

 

《愛犬と一緒に2名様で広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添加ペッ

トフードをプレゼント。ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーをお楽しみいただくプランで

す。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅沢をお楽しみ

ください》 

《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》 

 

＜お皿の上で南富良野を満喫＞ 

◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート◆パンまたはライ

ス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶 

  

☆朝食 

朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか、事前のご予約によって和食メニューに変更も

可能です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。和食への変更はご宿

泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。 

 夕食の最終案内時間は 19:30 になります                             【ログホテル ラーチ】 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

４３ ログホテルラーチ  

コテージ１棟貸し・自炊プラン （２～５名利用） 

                        夏季（６月～１１月） 

寄付金額１２万９０００円 

 

                                         【利用期間：2021 年 6 月 1 日～ 

10 月 31 日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツの 

本格的なログコテージです。 

コテージ・スタンダートは全６棟。各コテージに 

自炊設備を完備しております。 

１階にリビングとキッチン、階下に５ベッド、お 

風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレ、冷暖房、

シーリングファン、加湿器付き。テラスでのバーベキュも可。 

近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。） 

 

☆コテージ・スタンダード（最大定員5名）またはコテージ・ワイド（最大定員9名）のログコテージ１棟を丸々お借り

いただくプランです。 

 

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしください。 

 

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプラ 

ンでのご予約をお願い致します。 

■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。 

 

■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。 

（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制） 

■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利

用願います。 

■ゴミの分別をお願いいたします。 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

４４ ログホテルラーチ  

コテージ１棟貸し・自炊プラン （２～５名利用） 

                        冬季（１１月～５月） 

寄付金額７万４０００円 

 

                                         【利用期間：2021 年 11 月 1 日～

2022 年 5 月 31 日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツの 

本格的なログコテージです。 

コテージ・スタンダートは全６棟。各コテージに 

自炊設備を完備しております。 

１階にリビングとキッチン、階下に５ベッド、お 

風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレ、冷暖房、

シーリングファン、加湿器付き。テラスでのバーベキュも可。 

近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。） 

 

☆コテージ・スタンダード（最大定員5名）またはコテージ・ワイド（最大定員9名）のログコテージ１棟を丸々お借り

いただくプランです。 

 

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしください。 

 

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプラ

ンでのご予約をお願い致します。 

■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。 

 

■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。 

（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制） 

■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利

用願います。 

■ゴミの分別をお願いいたします。 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
 

４５ ログホテルラーチ ペットと泊まろう♪ 

コテージ１棟貸し・自炊プラン （２～５名利用） 

                        夏季（６月～１０月） 

寄付金額１２万９０００円 

 

                                         【利用期間：2021 年 6 月 1 日～   

10 月 31 日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツの 

本格的なログコテージです。 

コテージ・スタンダートは全６棟。各コテージに 

自炊設備を完備しております。 

１階にリビングとキッチン、階下に５ベッド、お  

風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレ、冷暖房、 

シーリングファン、加湿器付きテラスでのバーベキュも可。 

近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。） 

 

☆コテージ・スタンダード（最大定員5名）またはコテージ・ワイド（最大定員9名）のログコテージ１棟を丸々お借り

いただくプランです。 

 

《愛犬と一緒に広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添加ペットフードを

プレゼント。 

ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅沢をお楽しみくだ

さい》 

 

 

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプラ

ンでのご予約をお願い致します。 

■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。 

■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。 

（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制） 

■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利

用願います。 

■ゴミの分別をお願いいたします。 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
４６ ログホテルラーチ ペットと泊まろう♪ 

コテージ１棟貸し・自炊プラン （２～５名利用） 

                        冬季（１１月～５月） 

寄付金額７万４０００円 

                                            【利用期間：2021年11月1日～

2022年5月31日】 
 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ 

ツの本格的なログコテージです。 

コテージ・スタンダートは全６棟。各コテー 

ジに自炊設備を完備しております。 

１階にリビングとキッチン、階下に５ベッ 

ド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイ 

レ冷暖房、シーリングファン、加湿器付き 

テラスでのバーベキューも可。 

近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。） 

 

☆コテージ・スタンダード（最大定員5名）またはコテージ・ワイド（最大定員9名）のログコテージ１棟を丸々お借り

いただくプランです。 

 

《愛犬と一緒に広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添加ペットフードを

プレゼント。 

ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅沢をお楽しみくだ

さい》 

 

 

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプラ

ンでのご予約をお願い致します。 

■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。 

■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。 

（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制） 

■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利

用願います。 

■ゴミの分別をお願いいたします。 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
４７ ログホテルラーチ コテージ１棟貸し 

ワーケーションプラン★５日間 （２～５名利用） 

                        夏季（６月～１０月） 

寄付金額５８万４０００円 

 

【利用期間：2021 年 6 月 1 日～          

10 月 31 日】 
 

喧騒とは無縁の静かな森の中、木のぬくも 

りあふれる癒しの空間で、マイペースにお 

仕事を♪ 

5 日間のワーケーションプランです。    

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツ 

の本格的なログコテージです。 

コテージ・スタンダートは全６棟。各コテージ

に自炊設備を完備しております。１階にリビングとキッチン、階下に５ベッド、お風呂、ウォシュレット（シャワ

ー）トイレ、冷暖房、シーリングファン、加湿器付き。テラスでのバーベキュも可。 

近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。） 

 

☆コテージ・スタンダード（最大定員5名）またはコテージ・ワイド（最大定員9名）のログコテージ１棟を丸々お借り

いただくプランです。 

 

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしください。 

 

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプラ

ンでのご予約をお願い致します。 

■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。 

■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。 

（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制） 

■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利

用願います。 

■ゴミの分別をお願いいたします。 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

   

 

 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
４８ ログホテルラーチ コテージ１棟貸し 

ワーケーションプラン★５日間 （２～５名利用） 

                        冬季（１１月～５月） 

  寄付金額３５万円 

                                       【利用期間：2021 年 11 月 1 日～ 

2020年5月31日】 
 

喧騒とは無縁の静かな森の中、木のぬくも 

りあふれる癒しの空間で、マイペースにお 

仕事を♪ 

5 日間のワーケーションプランです。 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツ 

の本格的なログコテージです。コテージ・ス   

タンダートは全６棟。各コテージに自炊設 

備を完備しております。１階にリビングとキッチン、階下に５ベッド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイ 

レ、冷暖房、シーリンファン、加湿器付き。テラスでのバーベキュも可。 

近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。） 

 

☆コテージ・スタンダード（最大定員5名）またはコテージ・ワイド（最大定員9名）のログコテージ１棟を丸々お借り

いただくプランです。 

 

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしください。 

 

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプラ

ンでのご予約をお願い致します。 

■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。 

■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。 

（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制） 

■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利

用願います。 

■ゴミの分別をお願いいたします。 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
４９ ログホテルラーチ コテージ１棟貸し 

ワーケーションプラン★７日間 （２～５名利用） 

                        夏季（６月～１０月） 

  寄付金額７９万４０００円 

                                           【利用期間：2021 年 6 月 1 日～ 

10 月 31 日】 
 

喧騒とは無縁の静かな森の中、木のぬくも 

りあふれる癒しの空間で、マイペースにお 

仕事を♪ 

7 日間のワーケーションプランです。広さ 

101 平方メートル、北海道産カラマツの本 

格的なログコテージです。 

コテージ・スタンダートは全６棟。各コテージ 

に自炊設備を完備しております。 

１階にリビングとキッチン、階下に５ベッド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレ、冷暖房、シーリングファ 

ン、加湿器付き。テラスでのバーベキュも可。 

近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。） 

 

☆コテージ・スタンダード（最大定員5名）またはコテージ・ワイド（最大定員9名）のログコテージ１棟を丸々お借り

いただくプランです。 

 

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしください。 

 

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプラ

ンでのご予約をお願い致します。 

■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。 

■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。 

（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制） 

■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利

用願います。 

■ゴミの分別をお願いいたします。 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 

 

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 
５０ ログホテルラーチ コテージ１棟貸し 

ワーケーションプラン★７日間 （２～５名利用） 

                        冬季（１１月～５月） 

  寄付金額４６万７０００円 

                                            利用期間：2021 年 11 月 1 日～

2020 年 5 月 31 日】 
 

喧騒とは無縁の静かな森の中、木のぬくも 

りあふれる癒しの空間で、マイペースにお 

仕事を♪ 

7 日間のワーケーションプランです。 

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツ 

の本格的なログコテージです。 

コテージ・スタンダートは全６棟。各コテージ

に自炊設備を完備しております。１階にリビングとキッチン、階下に５ベッド、お風呂、ウォシュレット（シャワ

ー）トイレ、冷暖房、シーリングファン、加湿器付きテラスでのバーベキュも可。 

近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。） 

 

☆コテージ・スタンダード（最大定員5名）またはコテージ・ワイド（最大定員9名）のログコテージ１棟を丸々お借り

いただくプランです。 

 

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしください。 

 

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプラ

ンでのご予約をお願い致します。 

■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。 

■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。 

（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制） 

■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利

用願います。 

■ゴミの分別をお願いいたします。 

 

                                                        【ログホテル ラーチ】 

 

 

 

 

 

 

 


