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北海道 芽室町

北海道十勝芽室町シューストリ
ングポテトと皮付きフライポテ
ト各１袋セットme003-060

5,000円

北海道産じゃがいも使用！冷凍
フライドポテト２種セット

北海道十勝芽室町十勝名物さく
ら亭の豚丼のタレ180ml×2本me0
42-003

5,000円

催事で大人気！北海道十勝名物
の豚丼

北海道十勝芽室町あま～い十勝
産ゴールドラッシュのコンスー
プme003-033

6,000円

太陽の光を浴びて甘く育ったコ
ーンの美味しさ

北海道十勝芽室町皮付きフライ
ポテト2kg（2袋）me003-057

6,000円

北海道産じゃがいも味！なめら
か食感♪皮付きフライポテト

北海道十勝芽室町名物チキンス
ープカレー1食レンジで簡単さく
ら亭me042-001

6,000円

チキンレッグまるごと1本はい
ってる！大満足スープカレー！

北海道十勝芽室町BITOLABO十勝
のかおりうどん250g×6me004-00
3

6,000円

農家が作り上げたこだわりのう
どん

北海道十勝芽室町BITOLABOとか
ち豊穣（ほうじょう）そば200gx
6me004-002

6,000円

土作りからこだわった蕎麦

北海道産パスタ国産小麦スパゲ
ッティ北海道パスタ270g×4袋セ
ットme038-002

6,000円

北海道産小麦を使った日本発の
国産スパゲッティ

北海道産とうもろこし100％使用
「まるごとポップコーン」5本入
り北海道十勝芽室町me038-0…

6,500円

美味しさポンポン弾ける♪楽し
いまるごとポップコーン

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町とうもろこしスイート
コーン10本イエロー種me002-0…

7,000円

鮮度抜群！甘味たっぷりのスイ
ートコーン！

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町とうもろこし10本ホワ
イト種me002-005

7,000円

鮮度抜群！まろやかな甘味が楽
しめる！

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町とうもろこしイエロー
種5本ホワイト種5本me002-008

7,000円

鮮度抜群！強い甘みとまろやか
な甘みを楽しめる。
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北海道　芽室町

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町とかち晴れ十勝めむろ
スイートコーン13本入りme010…

7,000円

粒が大きくてとても甘いとうも
ろこし！ゴールドラッシュ

北海道十勝芽室町なまら十勝野
の山わさび500gme001-002

7,000円

まろやかな辛みと上品な香りを
楽しむ

北海道土産カルビーいも太とま
め次郎6袋入り×3箱セットme003
-049

7,000円

いもとまめ。素朴なおいしさは
素材のおいしさ。

北海道十勝芽室町シューストリ
ングポテト2.4kg（3袋）me003-0
54

7,000円

みんな大好き！揚げるだけ簡単
！フライドポテト♪

北海道十勝芽室町シューストリ
ングポテトと皮付きフライポテ
ト各２袋セットme003-061

7,000円

北海道産じゃがいも使用！冷凍
フライドポテト２種セット

北海道十勝芽室町天然高純度オ
リゴ糖粉末すこやかパートナー1
50g×2袋【北海道芽室町】me0…

7,000円

健康を全力サポート！美しさは
腸から！

北海道十勝芽室町BITOLABO十勝
産小麦のみ使用冷麦250g×6me00
4-004

7,000円

十勝産小麦をブレンドした、十
勝を味わえる冷麦

北海道十勝芽室町応援Ｔシャツm
e015-001

7,000円

まるで普段着？！実は応援Tシ
ャツなんです！

北海道十勝芽室町コーン炒飯Tシ
ャツme014-001

7,000円

ご当地グルメのオリジナルTシ
ャツ

北海道十勝芽室町コーン炒飯Tシ
ャツSサイズme014-001-s

7,000円

ご当地グルメのオリジナルTシ
ャツ

北海道十勝芽室町コーン炒飯Tシ
ャツMサイズme014-001-m

7,000円

ご当地グルメのオリジナルTシ
ャツ

北海道十勝芽室町コーン炒飯Tシ
ャツLサイズme014-001-l

7,000円

ご当地グルメのオリジナルTシ
ャツ
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町コーン炒飯Tシ
ャツ2Lサイズme014-001-2l

7,000円

ご当地グルメのオリジナルTシ
ャツ

北海道十勝芽室町コーン炒飯Tシ
ャツ3Lサイズme014-001-3l

7,000円

ご当地グルメのオリジナルTシ
ャツ

北海道十勝芽室町応援ＴシャツS
サイズme015-002-s

7,000円

まるで普段着？！実は応援Tシ
ャツなんです！

北海道十勝芽室町応援ＴシャツM
サイズme015-002-m

7,000円

まるで普段着？！実は応援Tシ
ャツなんです！

北海道十勝芽室町応援ＴシャツL
サイズme015-002-l

7,000円

まるで普段着？！実は応援Tシ
ャツなんです！

北海道十勝芽室町応援ＴシャツX
Lサイズme015-002-xl

7,000円

まるで普段着？！実は応援Tシ
ャツなんです！

北海道十勝芽室町洋食屋さんの
おはぎ10個入り【レストランHir
o】me026-017

8,000円

洋食屋さんが認めた美味しい「
おはぎ」

北海道十勝芽室町なまら十勝野
の越冬メークイン5kgme001-001

8,000円

冬を越し熟成された糖分たっぷ
りメークイン！

[先行受付]北海道十勝芽室町雪
室熟成じゃがいも男爵5kgme035-
001

8,000円

雪室熟成でたどり着いた特別な
美味しさ

【3月下旬発送】北海道十勝芽室
町雪室熟成じゃがいも男爵5kgme
035-001-3-3

8,000円

雪室熟成でたどり着いた特別な
美味しさ

【4月上旬発送】北海道十勝芽室
町雪室熟成じゃがいも男爵5kgme
035-001-4-1

8,000円

雪室熟成でたどり着いた特別な
美味しさ

【4月中旬発送】北海道十勝芽室
町雪室熟成じゃがいも男爵5kgme
035-001-4-2

8,000円

雪室熟成でたどり着いた特別な
美味しさ
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北海道　芽室町

【4月下旬発送】北海道十勝芽室
町雪室熟成じゃがいも男爵5kgme
035-001-4-3

8,000円

雪室熟成でたどり着いた特別な
美味しさ

【5月上旬発送】北海道十勝芽室
町雪室熟成じゃがいも男爵5kgme
035-001-5-1

8,000円

雪室熟成でたどり着いた特別な
美味しさ

【5月中旬発送】北海道十勝芽室
町雪室熟成じゃがいも男爵5kgme
035-001-5-2

8,000円

雪室熟成でたどり着いた特別な
美味しさ

【5月下旬発送】北海道十勝芽室
町雪室熟成じゃがいも男爵5kgme
035-001-5-3

8,000円

雪室熟成でたどり着いた特別な
美味しさ

北海道十勝芽室町生落花生茹で
用郷の香1kg【2023年9月下旬発
送】me028-003

8,000円

おかずやおつまみにぴったり！
芽室町産の生落花生！

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町なまら十勝野のスイー
トコーンゴールドラッシュ10…

8,000円

果肉が柔らかく、抜群の甘さ！

北海道十勝芽室町バスク風チー
ズケーキ【レストランHiro】me0
26-016

8,000円

濃厚！北海道の味を楽しむバス
ク風チーズケーキ

北海道土産カルビーじゃがピリ
カ10袋入り×2箱セットme003-04
5

8,000円

コロコロ、サクサク。3色のか
わいいじゃがいも

北海道土産カルビーじゃがピリ
カ10袋入り×1箱いも太とまめ次
郎6袋入り×2箱セットme003-052

8,000円

北海道土産で人気の2品をお届
け！

北海道十勝芽室町老舗菓子店「
まさおか」の中華まんじゅうme0
05-003

8,000円

お口の中でとろける美味しさの
「中華まんじゅう」

北海道十勝芽室町レンジで簡単
！十勝芽室コーン炒飯200g×3個
セットme026-011

8,000円

レンジでお手軽！北海道十勝芽
室のご当地グルメ「コーン炒飯
」

北海道十勝芽室町シューストリ
ングポテト4.0kg（5袋）me003-0
55

8,000円

みんな大好き！揚げるだけ簡単
！フライドポテト♪



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 11 30

北海道　芽室町

北海道十勝芽室町皮付きフライ
ポテト4kg（4袋）me003-058

8,000円

北海道産じゃがいも味！なめら
か食感♪皮付きフライポテト

北海道十勝芽室町名物チキンス
ープカレー2食レンジで簡単さく
ら亭me042-002

8,000円

チキンレッグまるごと1本はい
ってる！大満足スープカレー！

北海道十勝芽室町十勝名物豚丼3
食セットタレ付きme042-004

8,000円

催事で大人気！北海道十勝名物
の豚丼

北海道十勝芽室町なまら十勝野
の越冬メークイン10kgme001-006

9,000円

冬を越し熟成された糖分たっぷ
りメークイン！

【先行受付】【2023年出荷分】
北海道十勝芽室町なまら十勝野
のアスパラ1kgme001-007

9,000円

やわらかくて甘みの強い栄養た
っぷりのアスパラ

【先行受付】【2023年出荷分】
北海道十勝芽室町愛菜屋のアス
パラ1kgme002-009

9,000円

太陽を浴びてまっすぐ育った！

北海道十勝めむろ産たまねぎL大
サイズ20kgme010-010

9,000円

産地直送！新鮮で美味しい北海
道のたまねぎ

北海道土産カルビーいも太とま
め次郎6袋入り×4箱セットme003
-050

9,000円

いもとまめ。素朴なおいしさは
素材のおいしさ。

北海道十勝芽室町じゃがいもゴ
ロゴロ入ったカレー2種類×3パ
ックme035-010

9,000円

人生で一度は食べておきたいカ
レー！マチルダのカレー?

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白サイズ豊富キッズ大人【メ
ムロピーナッツ】me009-004-…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒サイズ豊富キッズ大人【メ
ムロピーナッツ】me009-004-…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(90)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009-…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(100)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(110)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(120)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(130)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(140)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(150)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(XS)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009-…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(S)サイズ豊富キッズ大人【
メムロピーナッツ】me009-0…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(M)サイズ豊富キッズ大人【
メムロピーナッツ】me009-0…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(L)サイズ豊富キッズ大人【
メムロピーナッツ】me009-0…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(XL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009-…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(XXL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(3XL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(4XL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ白(5XL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(90)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009-…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(100)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(110)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(120)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(130)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(140)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(150)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(XS)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009-…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(S)サイズ豊富キッズ大人【
メムロピーナッツ】me009-0…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(M)サイズ豊富キッズ大人【
メムロピーナッツ】me009-0…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(L)サイズ豊富キッズ大人【
メムロピーナッツ】me009-0…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(XL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009-…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(XXL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(3XL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(4XL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町メムピーTシャ
ツ黒(5XL)サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009…

9,000円

大人から子供まで豊富なサイズ
から選べるのが嬉しい◎

北海道十勝芽室町めむろみらい
牛使用！ひき肉1.2kgme007-002

10,000円

レパートリー広がる♪使い勝手
抜群なひき肉

北海道十勝芽室町焼肉KAGURAお
食事券3,000円分me030-001

10,000円

芽室の豊かな恵みをこの地で味
わう

北海道十勝芽室町レンジで簡単
！ポークスペアリブロースト600
g×1個1セット＜レストランHi…

10,000円

手間ひまかけた自慢のスペアリ
ブ！

北海道十勝芽室町豚丼・串焼き
【すず喜、】me017-001

10,000円

北海道十勝芽室町の地元焼肉店
の逸品！

北海道十勝芽室町北海道名物原
料にこだわった豚丼マルハニチ
ロ畜産me039-002

10,000円

北海道産の原料にこだわった豚
丼
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北海道　芽室町

【12月受付分1月中旬～順次発送
】北海道十勝芽室町ミートショ
ップ小久保のラムジンギスカ…

10,000円

オンリーワンの味！

【12月受付分1月中旬～順次発送
】北海道十勝芽室町３種のラム
ジンギスカン味くらべセット…

10,000円

2代目店主が自信をもってお届
けするラムジンギスカン

北海道十勝芽室町ケンボロー豚1
00％ウインナー・フランクme003
-001

10,000円

十勝芽室町の大自然で育った「
めむろ産ケンボロー豚肉」100
％使用

北海道十勝芽室町湯煎で簡単！
ハンバーグ手ごね160g×3個2セ
ット＜レストランHiroオリジナ

10,000円

お店の味をご家庭で！人気No.1
のハンバーグ

北海道十勝芽室町湯煎で簡単！
ハンバーグプレーン手ごね160g
×3個2セット＜レストランHiro

10,000円

お店の味をご家庭で！人気No.1
のハンバーグ

北海道十勝芽室町あの！三國清
三シェフが推奨！北海道合挽ハ
ンバーグme039-001

10,000円

北海道産の原料にこだわった本
格ハンバーグ

北海道十勝芽室町北海道ハンバ
ーグセットマルハニチロ畜産十
勝工場発me039-003

10,000円

北海道産原料にこだわりました
。肉を味わうハンバーグ

北海道十勝芽室町えだまめ「極
」me003-002

10,000円

香ばしさと甘味が一味違う！

北海道十勝芽室町えだまめme003
-003

10,000円

新鮮なえだまめのおいしさその
ままお届け

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町とうもろこしスイート
コーン20本イエロー種me002-0…

10,000円

鮮度抜群！甘味たっぷりのスイ
ートコーン！

北海道十勝芽室町十勝産ゴール
ドラッシュのコーンスープme003
-008

10,000円

あまぁ～い！十勝生まれのコー
ンスープ

北海道十勝芽室町なまら十勝野
のごぼう茶3パックme001-008

10,000円

なまら十勝野の『ごぼう』を皮
ごとお茶にしました！
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町十勝きたほな
み「極め味わいプレミアムパン
ケーキミックス」×5袋me035-0

10,000円

きたほなみを使った厳選素材の
プレミアムパンケーキミックス

北海道十勝芽室町あいす屋の手
作り牛乳とうふ＆ヨーグルトセ
ットme008-001

10,000円

北海道十勝めむろの新鮮な生乳
で作った牛乳とうふとヨーグル
ト

【選べるお味】北海道十勝芽室
町藻岩山だんご北海道もち米は
くちょうもち使用me041-001

10,000円

しっとりもちもち食感がたまら
ない！

北海道十勝芽室町藻岩山だんご
アソート4種類セット北海道もち
米はくちょうもち使用me041-…

10,000円

しっとりもちもち食感がたまら
ない！

北海道十勝芽室町ちぎり餅ずん
だ×みたらし4個セット北海道も
ち米はくちょうもち使用me041…

10,000円

しっとりもちもち食感がたまら
ない！

北海道十勝芽室町藻岩山だんご
ずんだ×ごま4個セット北海道も
ち米はくちょうもち使用me041…

10,000円

しっとりもちもち食感がたまら
ない！

北海道十勝芽室町藻岩山だんご
ずんだ×こしあん4個セット北海
道もち米はくちょうもち使用m…

10,000円

しっとりもちもち食感がたまら
ない！

北海道十勝芽室町藻岩山だんご
ずんだ×つぶあん4個セット北海
道もち米はくちょうもち使用m…

10,000円

しっとりもちもち食感がたまら
ない！

北海道十勝芽室町シューストリ
ングポテト5.6kg（7袋）me003-0
56

10,000円

みんな大好き！揚げるだけ簡単
！フライドポテト♪

北海道十勝芽室町皮付きフライ
ポテト6kg（6袋）me003-059

10,000円

北海道産じゃがいも味！なめら
か食感♪皮付きフライポテト

北海道十勝芽室町シューストリ
ングポテトと皮付きフライポテ
ト各３袋セットme003-062

10,000円

北海道産じゃがいも使用！冷凍
フライドポテト２種セット

北海道十勝芽室町幻のじゃがい
もマチルダがゴロッと入った十
勝めむろカレー満腹セットme0…

10,000円

幻のじゃがいも、マチルダを味
わってみませんか！？
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北海道　芽室町

明治北海道十勝チーズ3年連続最
高金賞受賞！カマンベール３種
５個セットme003-004

10,000円

明治北海道十勝ブランドのナチ
ュラルチーズ3種を贅沢に

明治北海道十勝チーズナチュラ
ルチーズ5種セットme003-005

10,000円

食べ比べでお好みのチーズに出
会える

明治北海道十勝チーズ贅沢スラ
イスチーズ・カマンベールチー
ズセットme003-006

10,000円

食べ比べでお好みのチーズに出
会える

明治北海道十勝チーズカマンベ
ール・スマートチーズAセットme
003-007

10,000円

ほろうま新食感旨みたっぷりの
チーズ

明治北海道十勝チーズ生モッツ
ァレラ６個me003-012

10,000円

濃厚でモッチリ！しかも栄養満
点！！

北海道十勝芽室町BITOLABO十勝
かおりうどんとかち豊穣（ほう
じょう）そばパンケーキセッ…

10,000円

素材にこだわり抜いたBITOLABO
セット

北海道十勝芽室町北海道産小麦
ゆめちから国産スパゲッティ！
北海道パスタ270g×8袋me026-0

10,000円

北海道小麦（ゆめちから）を使
った日本発の国産スパゲッティ

北海道産パスタ国産小麦スパゲ
ッティ北海道パスタ270g×8袋セ
ットme038-001

10,000円

北海道産小麦を使った日本発の
国産スパゲッティ

北海道十勝芽室町大地の熟成黒
にんにくme016-001

10,000円

十勝産の生にんにくを熟成

北海道十勝芽室町エッセンシャ
ルオイル2052トドマツ精油me019
-001

10,000円

十勝生まれの100％天然由来の
精油

北海道十勝芽室町マスクサイズ
フリー4色4枚セットホワイトブ
ラックピンクグレー【メムロ…

10,000円

UVカット＆接触冷感の3Dフィッ
トマスク

北海道十勝芽室町ハーブ卵使用
カタラーナ6個入り四つ葉apartm
e037-004

10,500円

濃厚でなめらか！こだわりの十
勝素材を使ったカタラーナ
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北海道　芽室町

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町とうもろこしイエロー
種10本ホワイト種10本me002-0…

11,000円

鮮度抜群！強い甘みとまろやか
な甘みを楽しめる。

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町極甘とうもろこしゴー
ルドラッシュ11本me028-001

11,000円

十勝芽室町で栽培したこだわり
の極甘ゴールドラッシュ！

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町上美生のたからばこと
うもろこしゴールドラッシュ1…

11,000円

地元でも大人気！甘さと柔らか
さが自慢のとうもろこし

北海道十勝芽室町赤ワイン：AVV
ERARE～かなえる山幸agedoneyea
rvin2020375ml（ハーフボト…

11,000円

１年の熟成を経て瓶詰めされた
【１年熟成ワイン】

北海道土産カルビーじゃがピリ
カ10袋入り×3箱セットme003-04
6

11,000円

コロコロ、サクサク。3色のか
わいいじゃがいも

北海道土産カルビーいも太とま
め次郎6袋入り×5箱セットme003
-051

11,000円

いもとまめ。素朴なおいしさは
素材のおいしさ。

明治北海道十勝チーズベスト７m
e003-010

11,000円

贅沢！チーズ好きの食べ比べ！

明治北海道十勝チーズカマンベ
ールチーズ「燻製」を含む4種5
個セットme003-011

11,000円

新登場！燻製カマンベールも味
わえるカマンベールセット

北海道十勝芽室町BITOLABO十勝
かおりうどんとかち豊穣（ほう
じょう）そばセットme004-006

11,000円

十勝の香り味わう、うどんそば
セット

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツセット【メムロピーナッツ
】me009-002-white

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツセット【メムロピーナッツ
】me009-002-black

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(90)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl90

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(90)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh90

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(100)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl100

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(110)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl110

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(100)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh100

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(110)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh110

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(120)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl120

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(120)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh120

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(130)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh130

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(140)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh140

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(130)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl130

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(150)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh150

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(140)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl140

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(XS)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-whxs

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(150)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl150

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(S)セット【メムロピーナッ
ツ】me009-002-whs

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(M)セット【メムロピーナッ
ツ】me009-002-whm

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(XS)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-blxs

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(S)セット【メムロピーナッ
ツ】me009-002-bls

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(L)セット【メムロピーナッ
ツ】me009-002-whl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(XL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-whxl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(M)セット【メムロピーナッ
ツ】me009-002-blm

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(XXL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-whxxl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(L)セット【メムロピーナッ
ツ】me009-002-bll

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(3XL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh3xl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(XL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-blxl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(4XL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh4xl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(XXL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-blxxl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆白Tシ
ャツ(5XL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-wh5xl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(3XL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl3xl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(4XL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl4xl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町マスク＆黒Tシ
ャツ(5XL)セット【メムロピーナ
ッツ】me009-002-bl5xl

11,000円

メムロピーナッツのオリジナル
ロゴ入りマスク＆Tシャツセッ
ト

北海道十勝芽室町洋食屋さんの
豚丼【レストランHiro】me026-0
24

12,000円

温めるだけ！お手軽に北海道グ
ルメをご自宅で

北海道十勝芽室町女王様のトマ
トジュース・ケチャップセットm
e043-001

12,000円

太陽の恵みと心を込めて育った
トマトをまるごと濃縮！

北海道土産カルビーじゃがピリ
カ10袋入り×2箱いも太とまめ次
郎6袋入り×2箱セットme003-053

12,000円

北海道土産で人気の2品をお届
け！

北海道十勝芽室町レストランHir
oオリジナルハンバーグ3個コー
ン炒飯3パックセットme026-0…

12,000円

北海道のご当地グルメを独り占
め！大満足のセット

北海道十勝芽室町松久園にじま
すから揚げme013-004

12,000円

絶品！やみつきサクサク食感に
とろ～りあん！
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町メムロスキー
場回数券子供24回券me024-004

12,000円

冬の十勝で大自然を丸ごと楽し
む！

北海道十勝芽室町メムピートレ
ーナー黒サイズ豊富キッズ大人
【メムロピーナッツ】me009-0…

12,000円

男女問わず気軽に着こなし♪

北海道十勝芽室町メムピートレ
ーナー黒(110)サイズ豊富キッズ
大人【メムロピーナッツ】me…

12,000円

男女問わず気軽に着こなし♪

北海道十勝芽室町メムピートレ
ーナー黒(130)サイズ豊富キッズ
大人【メムロピーナッツ】me…

12,000円

男女問わず気軽に着こなし♪

北海道十勝芽室町メムピートレ
ーナー黒(150)サイズ豊富キッズ
大人【メムロピーナッツ】me…

12,000円

男女問わず気軽に着こなし♪

北海道十勝芽室町メムピートレ
ーナー黒(S)サイズ豊富キッズ大
人【メムロピーナッツ】me00…

12,000円

男女問わず気軽に着こなし♪

北海道十勝芽室町メムピートレ
ーナー黒(M)サイズ豊富キッズ大
人【メムロピーナッツ】me00…

12,000円

男女問わず気軽に着こなし♪

北海道十勝芽室町メムピートレ
ーナー黒(L)サイズ豊富キッズ大
人【メムロピーナッツ】me00…

12,000円

男女問わず気軽に着こなし♪

北海道十勝芽室町メムピートレ
ーナー黒(XL)サイズ豊富キッズ
大人【メムロピーナッツ】me0…

12,000円

男女問わず気軽に着こなし♪

北海道十勝芽室町メムピートレ
ーナー黒(XXL)サイズ豊富キッズ
大人【メムロピーナッツ】me…

12,000円

男女問わず気軽に着こなし♪

北海道十勝芽室町ジンギスカン
秘伝つけダレ付き4人前【創業50
年十勝すず喜、】me035-012

13,000円

北海道のソウルフード「ジンギ
スカン」を是非ご家庭でご賞味
あれ

北海道十勝芽室町湯煎で簡単！
ハンバーグ手ごね160g×3個ビー
フシチュー110g×3個セット＜…

13,000円

お店の味をご家庭で！ハンバー
グ＆ビーフシチューセット
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町芽室産とうも
ろこしの地ビール「めむろゴー
ルドクラフト」me036-001

13,000円

スイートコーンを使った地ビー
ル

北海道十勝芽室町十勝産牛モモ
肉ローストビーフ500gme026-014

14,000円

お店の味をご家庭で！牛もも肉
のやわらかローストビーフ

北海道十勝芽室町牛肉100％使用
！COWCOWハンバーグ160g×7個me
007-004

14,000円

牛肉100％で肉肉しいハンバー
グ！

北海道十勝芽室町ケンボロー豚
の豚丼セットme003-018

14,000円

フランク、ウインナーも抜群の
美味しさ！！

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町北海道十勝芽室町産朝
獲れとうもろこし味来10本me0…

14,000円

朝夕の寒暖差で最熟の甘さに

北海道十勝芽室町ガトーショコ
ラ四つ葉apartme037-002

14,000円

十勝の材料にこだわった濃厚ガ
トーショコラ

北海道十勝芽室町12種類の味が
楽しめる無添加カップアイスク
リームme008-002

14,000円

酪農家が作る12種類すべて味が
違うカップアイス

北海道十勝芽室町レンジで簡単
！十勝芽室コーン炒飯200g×6個
セットme026-010

14,000円

レンジでお手軽！北海道十勝芽
室のご当地グルメ「コーン炒飯
」

明治北海道十勝チーズ9種詰め合
せセットme003-020

14,000円

旨味たっぷり、9種のチーズを
お届けします。

北海道十勝芽室町湯煎で簡単！
ビーフシチュー110g×32セット
＜レストランHiroオリジナル＞

15,000円

じっくり煮込んだオリジナルビ
ーフシチュー

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町なまら十勝野のスイー
トコーンゴールドラッシュ(30…

15,000円

果肉が柔らかく、抜群の甘さ！

北海道十勝芽室町ベイクドチー
ズケーキ四つ葉apartme037-001

15,000円

十勝の材料にこだわったニュー
ヨークチーズケーキ
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北海道　芽室町

北海道土産カルビーじゃがピリ
カ10袋入り×4箱セットme003-04
7

15,000円

コロコロ、サクサク。3色のか
わいいじゃがいも

北海道十勝芽室町無添加カップ
アイスクリームアイス詰め合せ
６種14個入Aセット～みるく・…

15,000円

素材の持つ美味しさを存分に引
き出したこだわりアイスです

北海道十勝芽室町無添加カップ
アイスクリームアイス詰め合せ
６種14個入Bセット～あずき・…

15,000円

素材の持つ美味しさを存分に引
き出したこだわりアイスです

北海道十勝芽室町無添加カップ
アイスクリームアイス詰め合せ
６種14個入Cセット～みるく・…

15,000円

素材の持つ美味しさを存分に引
き出したこだわりアイスです

北海道十勝芽室町レストランHir
oオリジナルビーフシチュー3個
コーン炒飯3パックセットme0…

15,000円

北海道のご当地グルメを独り占
め！大満足のセット

北海道十勝芽室町カウ・カウビ
ーフシチュー3個セット未来とか
ち牛100％使用me007-007

15,000円

素材のうま味が堪能できる贅沢
な一品です

明治北海道十勝チーズカマンベ
ール8個me003-021

15,000円

うまみが熟成されたカマンベー
ルチーズ

明治北海道十勝チーズカマンベ
ール・パルメザンAセットme003-
022

15,000円

美味しさをそのまま閉じ込めた
！チーズ詰め合わせ

【選べる配送月】北海道十勝芽
室町牧場チーズ２種類セットme0
20-005

15,000円

牧場こだわりの熟成チーズ！嬉
しい２種類セット

12月発送北海道十勝芽室町牧場
チーズ２種類セットme020-005-1
2

15,000円

牧場こだわりの熟成チーズ！嬉
しい２種類セット

2月発送北海道十勝芽室町牧場チ
ーズ２種類セットme020-005-2

15,000円

牧場こだわりの熟成チーズ！嬉
しい２種類セット

4月発送北海道十勝芽室町牧場チ
ーズ２種類セットme020-005-4

15,000円

牧場こだわりの熟成チーズ！嬉
しい２種類セット
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北海道　芽室町

6月発送北海道十勝芽室町牧場チ
ーズ２種類セットme020-005-6

15,000円

牧場こだわりの熟成チーズ！嬉
しい２種類セット

8月発送北海道十勝芽室町牧場チ
ーズ２種類セットme020-005-8

15,000円

牧場こだわりの熟成チーズ！嬉
しい２種類セット

10月発送北海道十勝芽室町牧場
チーズ２種類セットme020-005-1
0

15,000円

牧場こだわりの熟成チーズ！嬉
しい２種類セット

北海道十勝芽室町BITOLABO乾麺
セットme004-007

15,000円

農家こだわりの十勝の小麦を使
った乾麺セット

明治北海道十勝チーズ11種詰め
合せセットme003-023

16,000円

色々なチーズを楽しみたい方に
！11種のチーズをお届けします

明治北海道十勝チーズカマンベ
ール4種8個セットme003-024

16,000円

新商品カマンベール「燻製」を
含む4種8個セットをお届けしま
す

北海道十勝芽室町メムロスキー
場回数券大人24回券me024-001

16,000円

冬の十勝で大自然を丸ごと楽し
む！

北海道十勝芽室町ゆり根5kgme01
0-004

17,000円

手間暇かけて大事に育てた北海
道産ゆり根をお届けします

北海道十勝芽室町赤ワイン：LEG
AME750ml×1本(箱入)me032-041

17,000円

2021年ヴィンテージ初の赤ワイ
ン

北海道十勝芽室町さくら亭お食
事券5,000円分me042-005

17,000円

北海道芽室町の美味しいを堪能
できる！お食事券

北海道十勝芽室町レストランHir
o商品券5000円分me026-018

17,000円

フレンチの神「エスコフィエ」
称号をもつシェフの味を楽しめ
る

北海道十勝芽室町メムロスキー
場回数券子供36回券me024-002

17,000円

冬の十勝で大自然を丸ごと楽し
む！
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町ロゼワイン：
清見ロゼ【BITOKOICHI】Vin2021
750ml１本（箱入）me032-031

17,500円

後味のよい軽やかな贅沢なロゼ
ワイン

【12月受付分1月中旬～順次発送
】北海道十勝芽室町ミートショ
ップ小久保のラムジンギスカ…

18,000円

オンリーワンの味！

【12月受付分1月中旬～順次発送
】北海道十勝芽室町３種のラム
ジンギスカン味くらべセット…

18,000円

2代目店主が自信をもってお届
けするラムジンギスカン

北海道土産カルビーじゃがピリ
カ10袋入り×5箱セットme003-04
8

18,000円

コロコロ、サクサク。3色のか
わいいじゃがいも

明治北海道十勝チーズモンドセ
レクション3年連続最高金賞！カ
マンベール・パルメザン８種…

18,000円

北海道十勝芽室から旨みたっぷ
り８種のチーズをお届けします

北海道十勝芽室町赤ワイン：AVV
ERARE～かなえる山幸agedoneyea
rvin2020750ml１本（箱入）…

18,500円

１年の熟成を経て瓶詰めされた
【１年熟成ワイン】

北海道十勝芽室町AVVERARE～か
なえる清舞【KIKUCHIHIDEKI】vi
n2020750ml（箱付）me032-006

19,000円

樽香とのバランスがよく長期熟
成が楽しみなワインです

北海道十勝芽室町AVVERARE～か
なえる清舞【YAMAMOTOKOJI】vin
2020750ml（箱付）me032-008

19,000円

爽やかな酸味と繊細な味わいの
ワインに仕上がりました

特別栽培北海道産小麦粉100％「
北海道小麦うどん」15袋北海道
十勝芽室町me038-009

19,000円

歯ごたえのある独特の麺のコシ
！モチモチの弾力うどん

特別栽培北海道産小麦粉100％「
北海道小麦そうめん」15袋北海
道十勝芽室町me038-007

19,000円

「コリコリ」独特の麺のコシが
楽しめる逸品

北海道十勝芽室町赤ワイン：AVV
ERARE～かなえる清舞agedoneyea
rvin2020750ml１本（箱入）…

19,500円

１年の熟成を経て瓶詰めされた
【１年熟成ワイン】

北海道十勝芽室町赤ワイン：12
ヵ月の長期樽熟成ワインPrologo
dellaTerra～大地の序章【樽…

19,500円

数量限定！12ヵ月の長期樽熟成
ワイン



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 11 30

北海道　芽室町

北海道十勝和牛ロースステーキ1
00g×3枚me040-001

20,000円

大地の恵み、北海道産十勝和牛
のステーキ

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町極甘とうもろこしゴー
ルドラッシュ22本me028-002

20,000円

十勝芽室町で栽培したこだわり
の極甘ゴールドラッシュ！

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町北海道十勝芽室町産朝
獲れとうもろこし味来20本me0…

20,000円

朝夕の寒暖差で最熟の甘さに

北海道産とうもろこし100％使用
「まるごとポップコーン」20本
入り北海道十勝芽室町me038-…

20,000円

美味しさポンポン弾ける♪楽し
いまるごとポップコーン

明治北海道十勝チーズチーズ9種
12個詰め合せバラエティセットm
e003-027

20,000円

食卓が賑わう！子どもも大人も
ワクワクするチーズ詰め合せセ
ット

（増量中）国産原料ざるそば220
gx20袋入り北海道十勝芽室町me0
38-008

22,000円

安全で安心な美味しい！国産原
料のみ、こだわりのお蕎麦

大容量北海道産パスタ国産小麦
スパゲッティ北海道パスタ270g
×20袋セットme038-003

22,000円

北海道産小麦を使った日本発の
国産スパゲッティ

北海道十勝芽室町赤ワイン白ワ
インハーフ2本セット375ml×2本
（箱入）me032-039

23,000円

2020年ファーストヴィンテージ
【赤】と2021年ヴィンテージ希
少な【白】ハーフ

北海道十勝芽室町レンジで簡単
！十勝芽室コーン炒飯200g×10
個セットme026-012

24,000円

レンジでお手軽！北海道十勝芽
室のご当地グルメ「コーン炒飯
」

北海道十勝芽室町メムロスキー
場回数券大人36回券me024-003

24,000円

冬の十勝で大自然を丸ごと楽し
む！

北海道十勝芽室町ジンギスカン
秘伝つけダレ付き8人前【創業50
年十勝すず喜、】me035-013

26,000円

北海道のソウルフード「ジンギ
スカン」を是非ご家庭でご賞味
あれ

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町北海道十勝芽室町産朝
獲れとうもろこし味来30本me0…

28,000円

朝夕の寒暖差で最熟の甘さに
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北海道　芽室町

北海道十勝和牛ロースステーキ1
00g×3枚カタラーナ6個セットme
000-003

30,000円

夢のコラボ！十勝代表のステー
キとカタラーナのセット

北海道産とうもろこし100％使用
「まるごとポップコーン」30本
入り北海道十勝芽室町me038-…

30,000円

美味しさポンポン弾ける♪楽し
いまるごとポップコーン

【3ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズカマンベール・スマート
チーズAセット計3回me003-00…

30,000円

ほろうま新食感旨みたっぷりの
チーズ

【隔月3回コース定期便】明治北
海道十勝チーズカマンベール・
スマートチーズAセット計3回…

30,000円

ほろうま新食感旨みたっぷりの
チーズ

北海道十勝芽室町エッセンシャ
ルオイル2052トドマツ精油me019
-002

30,000円

十勝生まれの100％天然由来の
精油

【3ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズベスト7食べ比べセット計
3回me003-010-t3

33,000円

贅沢！チーズ好きの食べ比べ！

【隔月3回コース定期便】明治北
海道十勝チーズベスト7食べ比べ
セット計3回me003-010-k3

33,000円

贅沢！チーズ好きの食べ比べ！

【3ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズカマンベールチーズ燻製
入り4種5個セット計3回me003…

33,000円

新登場！燻製カマンベールも味
わえるカマンベールセット

【隔月3回コース定期便】明治北
海道十勝チーズカマンベールチ
ーズ燻製入り4種5個セット計…

33,000円

新登場！燻製カマンベールも味
わえるカマンベールセット

北海道十勝和牛ロースステーキ1
00g×5枚me040-002

34,000円

大地の恵み、北海道産十勝和牛
のステーキ

北海道十勝芽室町フレンチコー
スお食事券2枚＜レストランHiro
オリジナル＞me026-002

34,000円

芽室町内の食材を活かした、フ
レンチコース全6品

北海道十勝芽室町さくら亭お食
事券10,000円分me042-006

34,000円

北海道芽室町の美味しいを堪能
できる！お食事券
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町12ヵ月の長期
樽熟成ワインPrologodellaTerra
～大地の序章【樽熟成】vin2…

38,000円

12カ月の時を経て、仕上がった
長期樽熟成の赤ワイン

北海道十勝芽室町赤ワイン：【
１年熟成】山幸＆清舞2本セット
750ml×2本（箱入）me032-033

38,000円

瓶詰めされた【１年熟成ワイン
】山幸＆清舞２本セット

【2023年分先行予約】北海道十
勝芽室町北海道十勝芽室町産朝
獲れとうもろこし味来50本me0…

43,000円

朝夕の寒暖差で最熟の甘さに

【3ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズカマンベール3種8個セッ
ト計3回me003-021-t3

45,000円

うまみが熟成されたカマンベー
ルチーズ

【隔月3回コース定期便】明治北
海道十勝チーズカマンベール3種
8個セット計3回me003-021-k3

45,000円

うまみが熟成されたカマンベー
ルチーズ

【3ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズ11種詰合せセット計3回me
003-023-t3

48,000円

色々なチーズを楽しみたい方に
！11種のチーズをお届けします

【隔月3回コース定期便】明治北
海道十勝チーズ11種詰合せセッ
ト計3回me003-023-k3

48,000円

色々なチーズを楽しみたい方に
！11種のチーズをお届けします

北海道十勝芽室町芽室食材を使
ったフレンチコース3人分お食事
券me026-004

50,000円

芽室町で丹精込めて作った食材
をフレンチ料理で！

北海道十勝芽室町エッセンシャ
ルオイル2052トドマツ精油me019
-003

50,000円

十勝生まれの100％天然由来の
精油

【3ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズ9種12個バラエティ詰め合
わせセット計3回me003-027-…

60,000円

食卓が賑わう！子どもも大人も
ワクワクするチーズ詰め合せセ
ット

【6ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズカマンベール・スマート
チーズAセット計6回me003-00…

60,000円

ほろうま新食感旨みたっぷりの
チーズ

【隔月6回コース定期便】明治北
海道十勝チーズカマンベール・
スマートチーズAセット計6回…

60,000円

ほろうま新食感旨みたっぷりの
チーズ
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北海道　芽室町

【隔月3回コース定期便】明治北
海道十勝チーズ9種12個バラエテ
ィ詰め合わせセット計3回me…

60,000円

食卓が賑わう！子どもも大人も
ワクワクするチーズ詰め合せセ
ット

【6ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズベスト7食べ比べセット計
6回me003-010-t6

66,000円

贅沢！チーズ好きの食べ比べ！

【隔月6回コース定期便】明治北
海道十勝チーズベスト7食べ比べ
セット計6回me003-010-k6

66,000円

贅沢！チーズ好きの食べ比べ！

【6ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズカマンベールチーズ燻製
入り4種5個セット計6回me003…

66,000円

新登場！燻製カマンベールも味
わえるカマンベールセット

【隔月6回コース定期便】明治北
海道十勝チーズカマンベールチ
ーズ燻製入り4種5個セット計…

66,000円

新登場！燻製カマンベールも味
わえるカマンベールセット

北海道十勝芽室町フレンチコー
スお食事券2枚＜レストランHiro
オリジナル＞me026-003

67,000円

芽室町内の食材を活かした、フ
レンチコース全6品

北海道十勝芽室町赤ワイン・ロ
ゼ：おすすめワイン4本セット75
0ml×4本(箱入)me032-042

71,000円

めむろワイナリーがおすすめす
る赤・ロゼおすすめ4銘柄

【6ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズカマンベール3種8個セッ
ト計6回me003-021-t6

90,000円

うまみが熟成されたカマンベー
ルチーズ

【隔月6回コース定期便】明治北
海道十勝チーズカマンベール3種
8個セット計6回me003-021-k6

90,000円

うまみが熟成されたカマンベー
ルチーズ

【6ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズ11種詰合せセット計6回me
003-023-t6

96,000円

色々なチーズを楽しみたい方に
！11種のチーズをお届けします

【隔月6回コース定期便】明治北
海道十勝チーズ11種詰合せセッ
ト計6回me003-023-k6

96,000円

色々なチーズを楽しみたい方に
！11種のチーズをお届けします

北海道十勝芽室町ageチーズギフ
トセットme034-001

100,000円

時が磨く、今だけの限定チーズ
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町さくら亭お食
事券30,000円分me042-007

100,000円

北海道芽室町の美味しいを堪能
できる！お食事券

【6ヵ月定期便】明治北海道十勝
チーズ9種12個バラエティ詰め合
わせセット計6回me003-027-…

120,000円

食卓が賑わう！子どもも大人も
ワクワクするチーズ詰め合せセ
ット

【隔月6回コース定期便】明治北
海道十勝チーズ9種12個バラエテ
ィ詰め合わせセット計6回me…

120,000円

食卓が賑わう！子どもも大人も
ワクワクするチーズ詰め合せセ
ット

北海道十勝芽室町ageチーズギフ
トワイン2本セット【TOYOCheese
Factory＆めむろワイナリー…

140,000円

時が磨く、限定チーズと厳選ワ
イン

北海道十勝芽室町さくら亭お食
事券50,000円分me042-008

170,000円

北海道芽室町の美味しいを堪能
できる！お食事券

北海道十勝芽室町アイヌ文様（
額付）2点セットB1me033-001

170,000円

アイヌの刺繍を透かし彫りで表
現

北海道十勝芽室町アイヌ文様（
額付）2点セットB2me033-002

170,000円

アイヌの刺繍を透かし彫りで表
現

北海道十勝芽室町アイヌ文様（
額付）2点セットB3me033-003

170,000円

アイヌの刺繍を透かし彫りで表
現

北海道十勝芽室町アイヌ文様（
額付）2点セットB4me033-004

170,000円

アイヌの刺繍を透かし彫りで表
現

北海道十勝芽室町アイヌ文様（
額付）2点セットB5me033-005

170,000円

アイヌの刺繍を透かし彫りで表
現

北海道十勝芽室町アイヌ文様（
額付）2点セットB6me033-006

170,000円

アイヌの刺繍を透かし彫りで表
現

北海道十勝芽室町アイヌ文様（
額付）3点セットA1me033-007

340,000円

アイヌの刺繍を透かし彫りで表
現
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北海道　芽室町

北海道十勝芽室町アイヌ文様（
額付）3点セットA2me033-008

340,000円

アイヌの刺繍を透かし彫りで表
現

北海道十勝芽室町希望ひまわり
④me025-003

700,000円

芽室町の画家「村元美海」限定
1点の絵画

北海道十勝芽室町やすらぎ（愛
）me025-009

1,400,000円

芽室町の画家「村元美海」限定
1点の絵画

北海道十勝芽室町ひまわり⑤me0
25-011

1,400,000円

芽室町の画家「村元美海」限定
1点の絵画

北海道十勝芽室町やすらぎ③me0
25-013

1,400,000円

芽室町の画家「村元美海」限定
1点の絵画

北海道十勝芽室町希望ひまわり
⑥me025-012

1,400,000円

芽室町の画家「村元美海」限定
1点の絵画
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