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北海道 愛別町

【A11201】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg×2袋）

18,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×2袋

【A12301】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg×2袋）3ヶ月定期配送

54,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×2袋
×3ヶ月

【A13302】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg×2袋）6ヶ月定期配送

108,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×2袋
×6ヶ月

【A14303】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg×2袋）12ヶ月定期配送

216,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×2袋
×12ヶ月

【A15202】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg×2袋）

21,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×2袋

【A16304】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg×2袋）3ヶ月定期配送

62,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×2袋
×3ヶ月

【A17305】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg×2袋）6ヶ月定期配送

123,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×2袋
×6ヶ月

【A18306】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg×2袋）12ヶ月定期配送

246,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×2袋
×12ヶ月

【A19203】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ゆめぴりか5kg）

19,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg
愛一杯（ゆめぴりか）5kg

【A20307】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ゆめぴりか5kg）3ヶ月
定期配送

57,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×3ヶ
月
愛一杯（ゆめぴりか）5kg×3ヶ
月

【A21308】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ゆめぴりか5kg）6ヶ月
定期配送

114,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×6ヶ
月
愛一杯（ゆめぴりか）5kg×6ヶ
月

【A22309】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ゆめぴりか5kg）12ヶ
月定期配送

228,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×12
ヶ月
愛一杯（ゆめぴりか）5kg×12
ヶ月
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北海道　愛別町

【A23204】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ななつぼし2kg）

14,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg
愛一杯（ななつぼし）2kg

【A24310】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ななつぼし2kg）3ヶ月
定期配送

41,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×3ヶ
月
愛一杯（ななつぼし）2kg×3ヶ
月

【A25311】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ななつぼし2kg）6ヶ月
定期配送

81,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×6ヶ
月
愛一杯（ななつぼし）2kg×6ヶ
月

【A26312】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ななつぼし2kg）12ヶ
月定期配送

162,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×12
ヶ月
愛一杯（ななつぼし）2kg×12
ヶ月

【A27205】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg＆ゆめぴりか2kg）

16,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg
愛一杯（ゆめぴりか）2kg

【A28313】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg＆ゆめぴりか2kg）3ヶ月
定期配送

47,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×3ヶ
月
愛一杯（ゆめぴりか）2kg×3ヶ
月

【A29314】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg＆ゆめぴりか2kg）6ヶ月
定期配送

94,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×6ヶ
月
愛一杯（ゆめぴりか）2kg×6ヶ
月

【A30315】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg＆ゆめぴりか2kg）12ヶ
月定期配送

187,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×12
ヶ月
愛一杯（ゆめぴりか）2kg×12
ヶ月

【A31206】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ゆめぴりか2kg）

15,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg
愛一杯（ゆめぴりか）2kg

【A32316】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ゆめぴりか2kg）3ヶ月
定期配送

43,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×3ヶ
月
愛一杯（ゆめぴりか）2kg×3ヶ
月

【A33317】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ゆめぴりか2kg）6ヶ月
定期配送

85,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×6ヶ
月
愛一杯（ゆめぴりか）2kg×6ヶ
月

【A34318】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆ゆめぴりか2kg）12ヶ
月定期配送

169,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg×12
ヶ月
愛一杯（ゆめぴりか）2kg×12
ヶ月
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北海道　愛別町

【A35207】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg＆ななつぼし2kg）

15,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg
愛一杯（ななつぼし）2kg

【A36319】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg＆ななつぼし2kg）3ヶ月
定期配送

45,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×3ヶ
月
愛一杯（ななつぼし）2kg×3ヶ
月

【A37320】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg＆ななつぼし2kg）6ヶ月
定期配送

90,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×6ヶ
月
愛一杯（ななつぼし）2kg×6ヶ
月

【A38321】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg＆ななつぼし2kg）12ヶ
月定期配送

179,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg×12
ヶ月
愛一杯（ななつぼし）2kg×12
ヶ月

【A39208】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg×2袋）

10,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg×2袋

【A40322】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg×2袋）3ヶ月定期配送

29,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg×2袋
×3ヶ月

【A41323】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg×2袋）6ヶ月定期配送

57,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg×2袋
×6ヶ月

【A42324】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg×2袋）12ヶ月定期配送

113,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg×2袋
×12ヶ月

【A43209】愛別町産米（ゆめぴ
りか2kg×2袋）

11,000円

愛一杯（ゆめぴりか）2kg×2袋

【A44325】愛別町産米（ゆめぴ
りか2kg×2袋）3ヶ月定期配送

32,000円

愛一杯（ゆめぴりか）2kg×2袋
×3ヶ月

【A45326】愛別町産米（ゆめぴ
りか2kg×2袋）6ヶ月定期配送

64,000円

愛一杯（ゆめぴりか）2kg×2袋
×6ヶ月

【A46327】愛別町産米（ゆめぴ
りか2kg×2袋）12ヶ月定期配送

128,000円

愛一杯（ゆめぴりか）2kg×2袋
×12ヶ月
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北海道　愛別町

【A47210】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg＆ゆめぴりか2kg）

11,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg
愛一杯（ゆめぴりか）2kg

【A48328】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg＆ゆめぴりか2kg）3ヶ月
定期配送

31,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg×3ヶ
月
愛一杯（ゆめぴりか）2kg×3ヶ
月

【A49329】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg＆ゆめぴりか2kg）6ヶ月
定期配送

61,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg×6ヶ
月
愛一杯（ゆめぴりか）2kg×6ヶ
月

【A50330】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg＆ゆめぴりか2kg）12ヶ
月定期配送

121,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg×12
ヶ月
愛一杯（ゆめぴりか）2kg×12
ヶ月

【A51211】愛別町産米（ななつ
ぼし5kg＆もち米2kg）

14,000円

愛一杯（ななつぼし）5kg
もち米（はくちょうもち）2kg

【A52212】愛別町産米（ゆめぴ
りか5kg＆もち米2kg）

15,000円

愛一杯（ゆめぴりか）5kg
もち米（はくちょうもち）2kg

【A53213】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg＆もち米2kg）

10,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg
もち米（はくちょうもち）2kg

【A54214】愛別町産米（ゆめぴ
りか2kg＆もち米2kg）

11,000円

愛一杯（ゆめぴりか）2kg
もち米（はくちょうもち）2kg

【A55215】愛別町産米（ななつ
ぼし2kg＆もち米1kg）

8,000円

愛一杯（ななつぼし）2kg
もち米（はくちょうもち）1kg

【A56216】愛別町産米（ゆめぴ
りか2kg＆もち米1kg）

9,000円

愛一杯（ゆめぴりか）2kg
もち米（はくちょうもち）1kg

【A57217】愛別町産米（もち米2
kg×2袋）

10,000円

もち米（はくちょうもち）2kg
×2袋

【A58218】愛別町産米（もち米2
kg＆もち米1kg）

8,000円

もち米（はくちょうもち）2kg
もち米（はくちょうもち）1kg
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北海道　愛別町

【B05201】きのこ詰合せ（6種類
）セット

11,000円

まいたけ（450g×1）
椎茸（100g×2）
えのき茸（200g×2）
なめこ（180g×2）
エゾユキノシタ（100g×2）

【E11201】きのポックル「手作
りカレー（5種類）セット」

11,000円

きのポックルカレー（ビーフ＆
きのこ）200g
きのこスパイスカレー180g
バターチキンマサラ180g
ベジタブルカレー200g

【E12202】きのポックル「手作
りまぜごはん（3種類）セット」

8,000円

まぜてごはん・帆立（帆立とき
のこ）200g2合炊き
まぜてごはん（４種類のきのこ
）250g3合炊き
まぜてごはん（舞茸と牛肉の生

【E13203】愛ふくふく「あんも
ち（6種類12個入り）セット」

10,000円

小豆あんもち（白・豆・発芽玄
米・よもぎ・ビーツ各2個）
かぼちゃあんもち2個

【E14204】愛ふくふく「あんも
ち（6種類16個入り）セット」

12,000円

小豆あんもち（白・豆・発芽玄
米・よもぎ各３個、ビーツ2個
）
かぼちゃあんもち2個

【E15205】愛ふくふく「あんも
ち・切り餅・丸餅セット」

13,000円

小豆あんもち（豆・発芽玄米各
2個、よもぎ3個）
切り餅(8切入/白・豆各1袋）
丸餅（8個入/よもぎ1袋）

【E16206】愛ふくふく「まるご
とセット」

22,000円

小豆あんもち（豆・発芽玄米・
よもぎ各2個）
切り餅（8切入/白・豆・発芽玄
米・よもぎ各1袋）
丸餅（8個入/白・発芽玄米・よ

【E18208】愛ふくふく「切り餅
・丸餅・しゃぶしゃぶ餅Cセット
」

10,000円

切り餅（8切入/白・豆各1袋）
丸餅（8個入/よもぎ1袋）
しゃぶしゃぶ餅（200ｇ/1袋）1
袋

【E19209】愛ふくふく「切り餅
・丸餅・しゃぶしゃぶ餅Ａセッ
ト」

12,000円

切り餅（8切入/白・豆・発芽玄
米各1袋）
丸餅（8個入/よもぎ1袋）
しゃぶしゃぶ餅（200ｇ/1袋）

【E20210】愛ふくふく「切り餅
・丸餅・しゃぶしゃぶ餅Ｂセッ
ト」

18,000円

切り餅（8切入/白・豆・発芽玄
米・よもぎ各1袋）
丸餅（8個入/白・発芽玄米・よ
もぎ各1袋）
しゃぶしゃぶ餅（200ｇ/1袋）

【E21211】ＪＡ上川中央「舞茸
ビーフカレー（5個入り）セット
」

9,000円

カレー（200g×5個）

【E23213】ＪＡ上川中央「きの
こ飯の素（5個入り）セット」

7,000円

180g×5個
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北海道　愛別町

【E27217】きのこライスの素3缶
セット

9,000円

きのこライスの素（200g×3缶
）

【E28218】きのこライスの素6缶
セット

15,000円

きのこライスの素（200g×6缶
）

【F02101】純米大吟醸酒「愛別
ふしこ（720ml）」

8,000円

720ml

【F03201】純米大吟醸酒「愛別
ふしこ（720ml）×2本」

14,000円

720ml×2本

【G02101】アトリエリブラ「受
動歩行ロボットキット」

13,000円

ロボットキット1体

【I02101】協和温泉「日帰り入
浴券（きのこのフルコース付き
）」要予約

24,000円

入浴券1枚（きのこのフルコー
ス付き）（発行から1年間の有
効期限有り）

【I03201】協和温泉「ペア日帰
り入浴券（きのこのフルコース
付き）」要予約

43,000円

ペア入浴券1枚（きのこのフル
コース付き）（発行から1年間
の有効期限有り）

【I04102】協和温泉「1泊2日宿
泊券（きのこのフルコース付き
）」要予約

39,000円

1泊2食付き（きのこのフルコー
ス付き）宿泊券1枚（発行から1
年間の有効期限有り）

【I05202】協和温泉「ペア1泊2
日宿泊券（きのこのフルコース
付き）」要予約

72,000円

1泊2食付き（きのこのフルコー
ス付き）ペア宿泊券1枚（発行
から1年間の有効期限有り）

【E29219】蒸かしビーツ1kg（10
0g×10袋）

15,000円

蒸かしビーツ1kg（100g×10袋
）

そば乾麺180g×10袋（北海道愛
別町産）【E30220】

14,000円

そば乾麺（180g×10袋）

そば茶300g（北海道愛別町産）
【E31101】

6,000円

そば茶（300g）
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北海道　愛別町

Decora43cajon(デコラ43カホン)
8PO-ho486-dns【G05104】

118,000円

Decora43cajon(デコラ43カホン
)8PO-ho486-dns1台

ＪＡ上川中央「きのこカレー（5
個入り）」セット【E34223】

7,000円

カレー（200g×5個）

ＪＡ上川中央「カレー２種＆き
のこ飯」食べ比べセット【E3522
4】

8,000円

きのこカレー（200g×2個）
舞茸ビーフカレー（200g×2個
）
きのこ飯の素（180g×1個）

きのこご飯の素（3合用）4袋セ
ット【E37226】

12,000円

きのこご飯の素（3合用）250g
×4袋

きのこご飯の素（3合用）3袋＆
えのき・なめこ詰め合わせセッ
ト【E38227】

11,000円

きのこご飯の素（3合用）250g
×3袋、えのき（300g）×1個、
なめこ（180g）×1個

きのこご飯の素（3合用）3袋＆
ななつぼし2kgセット【E39228】

11,000円

きのこご飯の素（3合用）250g
×3袋、ななつぼし2kg×1袋

壺屋総本店「ビーツのもっちり
生どら」10個セット【E40102】

13,000円

ビーツのもっちり生どら10個

壺屋総本店「ふわふわレアチー
ズのビーツ生大福」8個セット【
E41103】

11,000円

ふわふわレアチーズのビーツ生
大福8個

壺屋総本店「ビーツスイーツセ
ット（生どら・生大福）」【E42
229】

12,000円

ビーツのもっちり生どら5個
ふわふわレアチーズのビーツ生
大福4個
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