遠

軽 町

北海道 遠軽町

遠軽産アスパラ(約 600g)
[ＡＳ‐０５]

遠軽産アスパラ(約１kg)
[ＡＳ‐１０]

遠軽産アスパラ(約２kg)
[ＡＳ‐３０]

５，０００円

８，０００円

１６，０００円

甘くて栄養豊富な遠軽産のアス
パラです。※天候不順や災害など
の影響により、収穫量が減少する
ことがあり得ます。

甘くて栄養豊富な遠軽産のアス
パラです。※天候不順や災害など
の影響により、収穫量が減少する
ことがあり得ます。

甘くて栄養豊富な遠軽産のアス
パラです。※天候不順や災害など
の影響により、収穫量が減少する
ことがあり得ます。

（４月中旬もしくは７月中旬に発送）

（４月中旬もしくは７月中旬に発送）

（４月中旬もしくは７月中旬に発送）

アスパラ＆じゃがいもセット
[ＡＪ‐１０]

しらたきじゃがいも（約 10kg）
[ＪＧ‐１０]

タコスライス（冷凍）
［ＤＩ－１０］

遠軽産アスパラと特産品詰合せの
セット [ＡＳ‐４０]

５０，０００円
【ギフト内容】
①遠軽産アスパラ(約２kg)
（４月中旬もしくは７月中旬に発送）

②えんがるギフト(Ｂ)
③バスタオル

１５，０００円
【ギフト内容】

①遠軽産アスパラ(約１kg)
（４月中旬もしくは７月中旬に発送）

②しらたきじゃがいも(約１０kg)
（１０月から１月にかけて発送予定）
※天候不順や災害などの影響により、
収穫量が減少することがあり得ます。

タコスライス・ホタテ貝柱セッ
ト（冷凍）［ＤＩ－３０］

８，０００円
でんぷん価が高くホクホクで、
甘みや風味が強いのが特徴です。
※天候不順や災害などの影響によ
り、収穫量が減少することがあり
得ます。

提

１０，０００円

１５，０００円

【ギフト内容】
タコスライス（冷凍）
250g×4 個

【ギフト内容】
ホタテ貝柱（冷凍） 1 ㎏

提 供：株式会社だいいち

提

【ピュアハニー】ヘア＆ボディケ
アセット [ＭＳ‐４０]

【マイスターセレクションＢ
[ＭＳ‐５０]

供：株式会社だいいち

（１０月から１月にかけて発送予定）

【ピュアハニー】ボディソープ
[ＭＳ‐１０]

２０，０００円
【ギフト内容】
①タコスライス（冷凍）
250g×2 個
②ホタテ貝柱（冷凍） 1 ㎏

ホタテ貝柱（冷凍）
［ＤＩ－２０］

１５，０００円
【ギフト内容】
ボディソープ 400ml

３５，０００円

２５，０００円

【ギフト内容】
①ボディソープ 400ml
②ヘアシャンプー 400ml
③ヘアコンディショナー 400ml

【ギフト内容】

提供：株式会社マイスター

提供：株式会社マイスター

①ハンド＆ボディクリーム

７５ｇ

②リップエッセンス １０ｇ
③ドロップソープ

６０ｇ

供：株式会社だいいち
提供：株式会社マイスター

マイスターセレクションＡ
[ＭＳ‐６０]

てぬきのできるご飯の素
セット [ＳＨ‐１０]

３０，０００円

８缶

特製ジンギスカン ２個セット
[ＹＳ‐１０]

１５，０００円

無添加ベーコン ５個セット
[ＹＳ‐２０]

１０，０００円

１０，０００円

【ギフト内容】
①ハンド＆ボディクリーム 75g
②リップエッセンス 10g
③ヘアケアトライアルセット
④アスパラガスマルチバーム 20g
⑤えだまめボディソープ 250 ㎖
提供：株式会社マイスター

【ギフト内容】
①竹の子ご飯の素×2 缶
②鶏ごぼうご飯の素×2 缶
③舞茸ご飯の素×2 缶
④帆立ご飯の素×2 缶
提 供：有限会社 白楊舎

【ギフト内容】
特製ジンギスカン 700ｇ×2 個
（1 個あたり約 2～3 人前）

【ギフト内容】

提 供：吉川産業株式会社

提

ポークあらびきウインナー＆ベ
ーコンセット [ＹＳ‐３０]

道産豚肉 生姜焼
[ＹＳ‐４０]

北海道産素材炊き込みご飯の素セ
ット [ＢＦ‐１０]

北海道カレーセット
[ＢＦ‐２０]

１０，０００円

５個セット

１０，０００円

【ギフト内容】
①ポークあらびきウインナー130ｇ×2 個
②ベーコン 130ｇ×3 個

【ギフト内容】
味付き豚肉 300ｇ×5 個
（1 個あたり約 2～3 人前）

提

提

供：吉川産業株式会社

北海道贅沢カレーセット
[ＢＦ‐３０]

供：吉川産業株式会社

札幌スープカレーセット
[ＢＦ‐４０]

１５，０００円
【ギフト内容】

※各種３個ずつ計 6 個
提 供：ベル食品株式会社
乗馬体験＜ペンケコース＞
[ＭＢ‐１０]

供：吉川産業株式会社

１５，０００円

１０，０００円

【ギフト内容】
①炊き込みご飯の素鮭 180g
②炊き込みご飯の素帆立 170g
③炊き込みご飯の素知床どり 173g
※各種 2 個ずつ計 6 個
提 供：ベル食品株式会社

【ギフト内容】
①北海道ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ中辛 200g
②北海道ﾎﾟｰｸｶﾚｰ中辛 200g
③北海道ﾁｷﾝｶﾚｰ中辛 200g
※各種 2 個ずつ計 6 個
提 供：ベル食品株式会社

北海道産素材スープカレーセット
[ＢＦ‐５０]

北海道産素材スープ６食セット
[ＢＦ‐６０]

１０，０００円

【ギフト内容】
①十勝牛カレー200g
②かみふらの地養豚カレー200g

ベーコン 130ｇ×5 個

１５，０００円

１０，０００円

※各種 2 個ずつ計 6 個
提 供：ベル食品株式会社

【ギフト内容】
①チキンスープカレー200g
②ほたてスープカレー200g
③やさいスープカレー200g
※各種 2 個ずつ計 6 個
提 供：ベル食品株式会社

【ギフト内容】
①とうきびスープ 160g
②かぼちゃスープ 160g
③たまねぎスープ 160g
※各種 2 個ずつ計 6 個
提 供：ベル食品株式会社

乗馬体験＜見晴らしコース＞
[ＭＢ‐２０]

乗馬体験＜大自然コース＞
[ＭＢ‐３０]

乗馬体験＜大草原コース＞
[ＭＢ‐４０]

①札幌スープカレー中辛 200g
②札幌スープカレーマイルド 200g
③札幌スープカレーココナッツ 200g

３０，０００円

７０，０００円

１００，０００円

１５０，０００円

【ギフト内容】

【ギフト内容】

【ギフト内容】

【ギフト内容】

乗馬 1 時間コース

乗馬２時間コース

乗馬３時間コース

乗馬５時間コース
※４～１１月までの期間限定

提

供：株式会社 まきば

提

供：株式会社 まきば

提 供：株式会社 まきば

提

供：株式会社 まきば

乗馬体験＜大満足コース＞
[ＭＢ‐５０]

ホテル サンシャイン
[ＳＳ‐１０]

２００，０００円
【ギフト内容】
乗馬２日間コース
※４～１１月までの期間限定

提

供：株式会社 まきば

ホテル サンシャイン ランチ券
（ペア）[ＳＳ‐５０]

ランチ券

ホテル サンシャイン １泊朝食付宿泊
券（シングル）[ＳＳ‐３０]

５，０００円

ホテル サンシャイン ペア宿泊
券（1 泊）[ＳＳ‐４０]

３０，０００円

５０，０００円

JR 遠軽駅から徒歩 5 分に位置す
るホテル サンシャイン内の「レス
トラン瞰望」でご利用いただけるラ
ンチ券です。
※季節によりメニューの変更あり
提供：オホーツク観光開発株式会社

JR 遠軽駅から徒歩 5 分に位置す
るホテル サンシャインでご利用いた
だける宿泊券（1 名様 1 泊朝食付）
です。

JR 遠軽駅から徒歩 5 分に位置す
るホテル サンシャインでご利用いた
だける宿泊券（2 名様 1 泊素泊ま
り）です。

提供：オホーツク観光開発株式会社

提供：オホーツク観光開発株式会社

コスモストートバッグ
[ＣＴ‐１０]

さわやか石けん詰め合わせセット
【ＮＳ-１０】

さわやか手作り味噌
【ＮＳ-２０】

１０，０００円

５，０００円

１０，０００円

JR 遠軽駅から徒歩 5 分に位置す
るホテル サンシャイン内の「レス
トラン瞰望」でご利用いただけるラ
ンチ券 2 枚です。
※季節によりメニューの変更あり
提供：オホーツク観光開発株式会社

【ギフト内容】
コスモスをイメージしてデザインさ
れたトートバッグ１枚
（ピンク・ブラックから選択）
サイズ：37cm×24cm×12cn 提
供：株式会社遠軽新聞社

①粉石けんビニール袋詰（1kg） ×4 個
②粉石けんボトル入り（300g）×2 個
③固形石けん（角型）×2 個
④固形石けん（丸型）×2 個
⑤アクリルタワシ×2 個（コスモス、イチゴ）

ビジネスホテルタカハシイン
シングル宿泊券（１泊朝食付）
［ＴＰ－１０］

ビジネスホテルタカハシ シン
グル宿泊券（１泊朝食付）
［ＴＨ－１０］

えんがるギフト(Ａ)
[ＥＧ‐１０]

２０，０００円

２０，０００円

JR 遠軽駅から徒歩２分、バスター
ミナルから徒歩５分にありますビジ
ネスホテルタカハシインにて、ご利
用いただけます。
屋根付きの無料駐車場も完備してお
ります。
提 供：株式会社ティープラス

JR 遠軽駅から徒歩２分、バスター
ミナルから徒歩５分にありますビジ
ネスホテルタカハシにて、ご利用い
ただけます。
共同のサウナ付き浴場（男性専用）
も、ご利用いただけます。
提 供：有限会社たかはし

【ギフト内容】
①遠軽町コスモスカレー
②とりごぼうご飯の素
③遠軽産高級蜂蜜

【ギフト内容】
①遠軽町コスモスカレー
②たけのこご飯の素、ほたてご飯の素
③遠軽産高級蜂蜜
④北海道産素材を使ったスープカレー
⑤クッキー「花コスモス」

北海道えんがる名物 三種のう
どん詰合せ [ＮＫ‐１０]

バスタオル
[ＢＴ‐１０]

遠軽町を満喫！１泊２日宿泊プラ
ン [ＩＨ‐１０]

遠軽町を満喫！１泊２日ペア宿泊
プラン [ＩＨ‐２０]

１０，０００円
【ギフト内容】
① アスパラうどん 200ｇ
② かぼちゃうどん 200ｇ
③ 豆の黒曜石うどん 200ｇ
提供：株式会社 生田原振興公社

８，０００円
【ギフト内容】
漫画家 安彦良和氏が町のシンボ
ル瞰望岩をモチーフにしたイラス
ト入りバスタオル

提

１０，０００円
味噌（500g 入り）×4 個

提

供：特 定 非 営 利 活 動 法 人 さ わ や か

供：特定非営利活動法人さわやか

８，０００円

１５０，０００円
①札幌駅～遠軽駅ＪＲ往復券
②宿泊（１泊２日）
③朝食、夕食付き
④遠軽駅からのレンタカー
（１泊２日）

えんがるギフト(Ｂ)
[ＥＧ‐２０]

１６，０００円

２５０，０００円
①札幌駅～遠軽駅ＪＲ往復券
②宿泊（１泊２日）
③朝食、夕食付き
④遠軽駅からのレンタカー
（１泊２日）

北海道の大自然を満喫！２泊３
日宿泊プラン [ＯＨ‐１０]

５００，０００円
①羽田空港～紋別空港往復航空券
②宿泊（２泊３日）
③朝食、夕食各２回付き
④紋別空港からのレンタカー
（2 泊 3 日）

茶托（５枚セット）
［ＷＰ‐３０］

北海道の大自然を満喫！２泊３
日 ペ ア 宿 泊 プ ラ ン [Ｏ Ｈ ‐ ２
０]

８００，０００円
①羽田空港～紋別空港往復航空券
②宿泊（２泊３日）
③朝食、夕食各２回付き
④紋別空港からのレンタカー
（2 泊 3 日）
積木（小）
［ＷＰ‐７０］

１０，０００円

１５，０００円

遠軽産木材を使用した商品。
デザインが非常にシンプルなの
で、どんな湯飲みにも合わせやす
く、長い間使っていただける日常
生活に欠かせない一品です。

遠軽産木材を使用した大人気のお
もちゃ。色付けは全くしていない
ため、お子さんがなめても安心・
安全です。角も丸くしているの
で、けがの心配もありません。

（サイズ：直径 120mm）

照明スタンド
［ＷＰ‐１２０］

（ サ イ ズ ： 約 270mm × 330mm ×
80mm）

木馬
［ＷＰ‐１３０］

５０，０００円

１００，０００円

遠軽産木材を使用した大人気の商
品。厚さ 0.3mm ほどの木の単板
を透かす光や隙間から上下にこぼ
れる光は、和の暖かみを感じさせ
てくれます。

遠軽産木材を使用した子どもに大
人気のおもちゃ。揺らして遊ぶの
はもちろんですが、車輪が付いて
いるので、前後に動かして遊ぶこ
ともできます。

(サイズ：約 170mm×170mm×
305mm）

( サ イ ズ ： 約 400mm × 700mm ×
600mm）

木ッコロ
［ＷＰ‐１０］

メモペン立て
［ＷＰ‐２０］

５，０００円

１０，０００円

遠軽産木材を使用した商品。
様々な種類の木材を小さく切った
ものが約 50 個入っています。積
木にして遊ぶのにおすすめです。

遠軽産木材を使用した商品。
数種類の木材を重ねて多重層にし
ているので、おしゃれな仕上がり
となっています。

（サイズ：約 30mm×30mm×40mm）
※一つあたり

（サイズ：約 90mm×150mm×40mm）

ぴょん吉くん 親子セット
［ＷＰ‐９０］

積木（大）
［ＷＰ‐１００］

１５，０００円
遠軽産木材を使用した人気のおも
ちゃ。前後に動かすと、うさぎの
ようにぴょんぴょんと上下に飛び
跳ねるのが特徴的です。
（サイズ：約 65mm×120mm×100mm、
約 100mm×230mm×190mm）

２０，０００円
遠軽産木材を使用した大人気のお
もちゃ。色付けは全くしていない
ため、お子さんがなめても安心・
安全です。角も丸くしているの
で、けがの心配もありません。
（ サ イ ズ ： 約 330mm × 420mm ×
80mm）

