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この度は「北海道赤平市 ふるさと納税返礼品のご紹介」をご覧頂
き誠にありがとうございます。赤平市は北海道のほぼ真ん中に位
置しており、まちの北側には緑豊かなイルムケップ山（862m）、中
央を一級河川・空知川（全長194km）が流れる自然豊かなまちで
す。都会のような派手さは無いけれど、暖かなぬくもりと自然の恵
みがいっぱいの赤平市。確かな品質の「メイドイン赤平」の逸品
を、感謝の気持ちを込めて皆さまにお届けします。

これからの寄附金の活用事業
指定項目 内容 金額
命と健康を守るため地域医療の充実を図る事業 医師確保対策費等 48,918,000円
子どもたちが元気で健やかに育つための事業 幼稚園・小・中学校等施設整備費 16,012,000円
市民自らのまちづくりに資する事業 公園等改修工事費／観光協会補助金 6,775,000円
炭鉱遺産を保存・継承したまちづくりに資する事業 炭鉱遺産ガイダンス施設備品整備 328,000円

その他まちづくりに資する事業 防災用発電機／エルム高原リゾート／総合体育館／
図書館／交流センターみらい／町内会活動助成 など 73,201,000円

使途の指定なし

総合体育館や交流センターみらいの施設修繕、防災
用発電機購入、図書館の備品購入、農業後継者サ
ポート事業、エルム高原温泉ゆったり備品購入、町内
会活動助成など

91,705,000円

合計 236,939,000円

市内唯一の総合病院・あかびら市立病
院。自然に囲まれた明るく風通しのよい
病院で、地域医療に取り組んでいます。

統合中学校を建設し、授業で使用す
るパソコンやタブレット端末などの
備品を購入しました。

2019年5月、旧住友赤平炭鉱立坑
やぐらと、その周辺施設が日本遺産
構成文化財として認定されました。

「火まつり」には市内外から多くの人
が訪れ、火神輿や 5000発の美しい
花火を楽しみます。

高齢化が急激に進んでおり、医師不足が深刻な問題となっています。この問題を解消
すべく、医師の確保等に活用しました。また、地域医療に活用するため訪問診療用車
両も購入しました。

幼稚園の遊具改修や、小中学校のPC、図書などの備品を購入しました。また、平成30
年度に市内の中学校を統廃合し「赤平中学校」を新築し、現在は小学校の統廃合計画
がすすめられています。

毎年７月に開催される「火まつり」の運営費や、花火の打ち上げ代に活用しました。昨
年の来場者は３万人を超え大変盛り上がりました。

赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設の「案内看板」を設置しました。また、令和元年５月には
「旧住友赤平炭鉱立坑櫓」を含む炭鉱遺産群が日本遺産に認定されました！今後も保
存継承に活用いたします。

消防車の購入や、総合体育館、図書館などの施設改修および、農業後継者サポート事業、エルム高原温泉ゆった
り備品購入など様々な事業に活用しました。

2019年12月に公開されたアニメ映画「ぼくらの7日間戦争」の舞台にもなりました。

  火まつり
赤いふんどし姿のランナー
がたいまつを持って日本一
のズリ山階段（777段）を上
り、火文字に点火。5000
発の花火が夜空を彩る夏
の一大イベントです。

  ものづくり
炭鉱閉山後の企業誘致に
より、エリエール製品を生
産する「赤平製紙株式会
社」や国産スーツケース
を製造する「エースラゲー
ジ株式会社北海道赤平工
場」などが創業し、現在も

「ものづくり」のまちとして
発展を続けています。

  お米
空 知 川 の 豊かな水に恵
まれた米どころとしても有
名。北海道米の最高峰「ゆ
めぴりか」を筆頭に、全国
トップクラスの美味しさが
評判です。

  炭鉱遺産
大正初期から「石炭のま
ち」として栄えましたが、平
成6年に最後の住友赤平
炭鉱が閉山。約100年の
石炭の歴史は炭鉱遺産と
して今も残されています。
2019年には日本遺産に認
定されました。

民間賃貸住宅家賃助成制度や、子ども医療費無料化、高校通学費助成など、人口減少対策事業等に活用しました。
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企画課 伊藤

イチオシ

企画課 高田

イチオシ

企画課 宮島

イチオシ

企画課 名苗

イチオシ

スーツに合うリュックがなかな
か見つからなかったんですが、
エースのデュラテクトは収納
力が高いのに見た目がすっき
りしているから、きちんとして
見えるんですよね。軽くて背負
いやすいので、荷物が多い人
にもおすすめです。
B4サイズ対応で、マチがたっ
ぷりあるのでお弁当箱も余裕

で入ります。パソコンやペッ
トボトルなどの収納ポケット
がたくさん付いているから、
リュックの中が整理整頓でき
るのも嬉しいですね。

赤平に工房を構える「いたが
き」の本革製品は、ブランドや
流行よりも質のよさを求める
大人にぜひ使ってもらいたい
逸品です。最初は少し革の硬
さを感じますが、1年2年と使
うほどに革に柔らかさとツヤ
が出てきます。経年劣化する
どころか買った直後からどん
どん魅力が増していくなんて、

すごいですよね。
この小銭入れはポケットに入
る小さめのサイズですが、収
納力は抜群。仕切りがあって
2ヵ所に小銭を入れられます
し、中央にはカードやお札を
入れられるポケットも付いてい
ます。使い込むと革が馴染ん
でびっくりするくらいたくさん
小銭が入るようになります。

赤平で焼肉が食べたいと思っ
たら、みんな「焼肉のたきも
と」に行きます。北海道名物
のジンギスカンやホルモンは
もちろん、炭鉱産業が盛んな
時代によく食べられていたス
タミナ料理「がんがん鍋」（17
ページ参照）も食べられるん
です。
お店では肉の販売もしている

ので、家で焼肉を食べたい時
にも利用しています。おすす
めはやっぱりジンギスカンで
すね。甘辛い自家製のタレが
美味しくて、白飯にもビールに
もよく合います。ふるさと納税
のお礼の品では、様々な種類
の焼肉セットを選ぶことができ
るので、ぜひ一度ご賞味頂き
たいです。

全国的にもよく知られている
北海道米ゆめぴりかは、赤平
でも生産が盛んです。ほどよ
い粘りと甘みがあって、本当
に美味しい!もう他の品種の
お米は食べられません。特別
栽培米といって、通常の栽培
方法よりも農薬と化学肥料の

量を抑えて栽培しているので、
美味しいだけでなく安心・安
全に食べられるのも嬉しい!
3ヵ月〜1年間、毎月届く定期
便も「買い物で重い荷物を持
たなくていいので助かる」と寄
附者の方々から大変ご好評頂
いています。

寄附金額：150,000円
商品番号：5665-0663
詳細は30ページ参照

寄附金額：26,000円
商品番号：5665-0754
詳細は27ページ参照 寄附金額：14,000円〜

商品番号：5665-0732など
詳細は14ページ参照

寄附金額：12,000円〜
商品番号：5665-0687など
詳細は8ページ参照

株式会社いたがき

有限会社滝本商店

エースラゲージ株式会社 北海道赤平工場

有限会社カワサキ森田屋
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寄附金額　9,000円〜21,000円
9,000円 いたがき 大角キーホルダー キャメル P26

10,000円 赤平トマトスープカレー（大容量1kg） P09
パリッとジューシー！ 赤平ホットレッグ（5本入り） P14

11,000円 ほりぐち農園の朝もぎ春グリーンアスパラ P13
ほりぐち農園直送　ゆめぴりか 5kg P13
あかびらかりんとセット（8袋入り） P18

12,000円 特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 5kg P08
特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 玄米 5kg P08
特別栽培米 北海道赤平産きたくりん 5kg P10
北海道赤平産ななつぼし 5kg P10
北海道産ししゃもメス P12
北海道産チーズを使ったとろ〜りチーズソースの
かぼちゃ包み揚げ

P12

MDとろける濃厚クリームのコロッケ（国産紅ずわいがに入
り）

P12

北海道ジンギスカン P16
北海あいがも鴨鍋 P16

13,000円 北海道赤平産羊乳アイスクリーム　ぺこ・ジェラ（6個） P11
向井さんが作ったとうもろこし（Lサイズ10本） P11
皆菜久留直売所厳選　旬の野菜の詰めあわせ P11
人気の特製ホルモン入り3種の焼肉セット P15
いたがき シンプル名刺入れ キャメル P26

14,000円 たきもとのホルモン（みそ味）と味付ジンギスカン P14
たきもとのホルモン（塩味）と味付ジンギスカン P14
たきもとのホルモンセット（みそ味・塩味） P14
たきもとの味付ジンギスカン1.6kg P14
旧住友赤平炭鉱立坑ペーパークラフトキット P18
エリエール北海道キッチンタオル（4ロール×12パック） P19
エリエールトイレットティシュー シングル（12ロール×6パック）P20
エリエールトイレットティシュー ダブル（12ロール×6パック）P20
エリエール消臭＋トイレットティシュー ダブル 
しっかり香るフレッシュクリアの香り（12ロール×6パック）

P20

いろいろつみき 25〜30個 P21
楽しくつくって楽しく遊ぶ！ レーサーカー＆ころころカー P21

15,000円 旧住友赤平炭鉱立坑キット P18
16,000円 特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米 5kg P09

ご家族みんなで！赤平ホットレッグ（12本入り） P14
ペーパーウッドのいろつきくるま（オレンジとブルー） P21
ペーパーウッドのいろつきくるま（オレンジとグリーン） P21
考えるおもちゃ ギアパズル・ワイドNo7 P23
考えるおもちゃ ギアパズル・ワイドNo8 P23
考えるおもちゃ ギアパズル・ワイドNo9 P23
考えるおもちゃ ギアパズル・ワイドNo10 P23
考えるおもちゃ ギアパズル・ワイドNo11 P23
考えるおもちゃ ギアパズル・ワイドNo12 P23
考えるおもちゃ ギアパズル・ミニA P23
考えるおもちゃ ギアパズル・ミニB P23
考えるおもちゃ ギアパズル・ミニC P23

17,000円 エリエール i:naトイレットティシュー シングル
（12ロール×6パック）

P20

エリエール i:naトイレットティシュー ダブル
（12ロール×6パック）

P20

エリエール i:naプリントトイレットティシュー ダブル
（12ロール×6パック）

P20

18,000円 ほりぐち農園直送 ゆめぴりか 5kg×2 P13
19,000円 いたがき 折りたたみ小銭入れ キャメル P27

58,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 
5kg×5回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産きたくりん 
5kg×5回お届け

P10

【定期便】北海道赤平産ななつぼし 5kg×5回お届け P10
超豪華6種の焼肉ボリュームセット P16

60,000円 自分で組み立ててみよう！ はたらくくるま3種セット P23
贈り物にぴったり！ 木製つみき 北海道産道南杉 P23
贈り物にぴったり！ 木製つみき 北海道産トド松 P23
折りたたみ椅子（一脚） P24
折りたたみテーブル P24

63,000円 木製ブラインド（幅45〜60cm×丈30〜70cm） P24
65,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 

5kg×2を3回お届け
P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 玄米 
5kg×2を3回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産きたくりん 
5kg×2を3回お届け

P10

【定期便】北海道赤平産ななつぼし 5kg×2を3回お届け P10
66,000円 【定期便】ほりぐち農園直送 ゆめぴりか 

5kgを6ヵ月お届け
P13

赤平長持ちコチョウラン® 白花大輪3本立て P25
いたがき メンズベルト30mm ブラック P26

68,000円 5ヵ月連続お届け 赤平市ふるさと定期便Bセット P12
69,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 

5kg×6回お届け
P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 玄米 
5kg×6回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産きたくりん 
5kg×6回お届け

P10

【定期便】北海道赤平産ななつぼし 5kg×6回お届け P10

74,000円〜108,000円
74,000円 いたがき 二つ折り札入れ キャメル P27
81,000円 いたがき 二つ折り長財布 キャメル P27
89,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米 

5kg×2を3回お届け
P09

90,000円 大輪胡蝶蘭の3本立て 年2回お届け P25
92,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米 

5kg×6回お届け
P09

100,000円 【定期便】ほりぐち農園直送 ゆめぴりか 
5kg×2を6ヵ月お届け

P13

木製壁掛け電波時計 P24
108,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 

5kg×2を5回お届け
P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産きたくりん 
5kg×2を5回お届け

P10

【定期便】北海道赤平産ななつぼし 5kg×2を5回お届け P10

122,000円〜148,000円
122,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米

5kg×8回お届け
P09

128,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 
5kg×2を6回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 玄米 
5kg×2を6回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産きたくりん 
5kg×2を6回お届け

P10

【定期便】北海道赤平産ななつぼし 5kg×2を6回お届け P10
129,000円 いたがき 鞍 束入れ キャメル P27

いたがき サイドハンドルポーチ キャメル P29
132,000円 【定期便】ほりぐち農園直送 ゆめぴりか 

5kgを12ヵ月お届け
P13

134,000円 木製ブラインド（幅61〜100cm×丈71〜110cm） P24

20,000円 北海道赤平産羊乳アイスクリーム ぺこ・ジェラ（10個） P11
エリエールティシュー（5箱×12パック） P19
品種おまかせミディ胡蝶蘭1本立て1鉢 P25
大輪ピンク系胡蝶蘭1本立て P25
大輪白系胡蝶蘭1本立て P25

21,000円 こだわりの木材でつくる！ 木製ドミノ250ピース P22
子どもから大人まで楽しめる！ 木製バランスゲーム P22
自分で組立ててみよう！ はたらくくるまシリーズ

【ブルドーザー】
P23

自分で組立ててみよう！ はたらくくるまシリーズ
【ダンプカー】

P23

自分で組立ててみよう！ はたらくくるまシリーズ
【ショベルカー】

P23

22,000円〜38,000円
22,000円 特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 5kg×2 P08

特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 玄米 5kg×2 P08
特別栽培米 北海道赤平産きたくりん 5kg×2 P10
北海道赤平産ななつぼし 5kg×2 P10
焼肉ジュウジュウ！ 4種の焼肉セット P15
焼肉ジュウジュウ！ 3種の焼肉セット P15
エリエール贅沢保湿（3箱×10パック） P19
エリエール +Water（5箱×10パック） P19
エリエール贅沢保湿ポケットティシュー（14パック×16箱） P19

23,000円 北海道赤平産羊乳アイスクリーム ぺこ・ジェラ（12個） P11
25,000円 2回お届け ジンギスカン食べくらべ P17

2回お届け お肉食べくらべセット P17
26,000円 肉好き必見！ 5種の焼肉食べくらべセット P15

いたがき 札ばさみ キャメル P27
いたがき プレイング小銭入れ キャメル P27

28,000円 いたがき ペンケース キャメル P26
30,000円 特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米 5kg×2 P09

いたがき IDストラップ P26
33,000円 【定期便】ほりぐち農園直送 ゆめぴりか 5kg×3回お届け P13

今夜は焼肉！ 5種類の豪華焼肉セット P15
35,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか

5kg×3回お届け
P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 玄米
5kg×3回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産きたくりん
5kg×3回お届け

P10

【定期便】北海道赤平産ななつぼし 5kg×3回お届け P10
36,000円 赤平自慢のお肉6種選りすぐりセット P16
37,000円 木の名刺入れ＆カードケースセット 北海道産道南杉 P24

木の名刺入れ＆カードケースセット 北海道産トド松 P24
いたがき ベルト30mm キャメル P26

38,000円 かわいい恐竜つみき P22
かわいいアニマルつみき P22

43,000円〜69,000円
43,000円 赤平長持ちコチョウラン® ピンクミディ3株3本立て P25
44,000円 いたがき 馬蹄小銭入れ キャメル P27
45,000円 3ヵ月連続お届け 赤平市ふるさと定期便Aセット P12
47,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米

5kg×3回お届け
P09

50,000円 【定期便】ほりぐち農園直送 ゆめぴりか
5kg×2を3ヵ月お届け

P13

52,000円 いたがき カードケース キャメル P26
54,000円 日帰り温泉入浴券付き エルム高原リゾートコテージ宿泊券 P18
55,000円 今夜は焼肉！ 5種類の豪華焼肉ボリュームセット P16

135,000円 大輪胡蝶蘭の3本立て 年3回お届け P25
赤平長持ちコチョウラン® 白花大輪5本立て P25

138,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 
5kg×12回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 玄米 
5kg×12回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産きたくりん 
5kg×12回お届け

P10

【定期便】北海道赤平産ななつぼし 5kg×12回お届け P10
140,000円 PROTeCA フィーナ エスティー No.12845 ブラック P30

PROTeCA フィーナ エスティー No.12845 ネイビー P30
148,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米　

5kg×2を5回お届け
P09

150,000円〜220,000円
150,000円 ACE.GENE デュラテクト No.30424 ブラック P30
176,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米 

5kg×2を6回お届け
P09

182,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米 
5kg×12回お届け

P09

190,000円 PROTeCA スタリアブイエス No.02951 ワイン P31
PROTeCA スタリアブイエス No.02951 ガンメタリック P31
PROTeCA スタリアブイエス No.02951 ダークシルバー P31
PROTeCA スタリアブイエス No.02951 ブルーグレー P31
PROTeCA スタリアブイエス No.02951 ショコラブラウン P31

200,000円 【定期便】ほりぐち農園直送　ゆめぴりか 
5kg×2を12ヵ月お届け

P13

220,000円 いたがき ウォレットポシェット P28
PROTeCA マックスパススリー No.02961 ガンメタリック P31
PROTeCA マックスパススリー No.02961 ダークシルバー P31
PROTeCA マックスパススリー No.02961 ブルーグレー P31
PROTeCA マックスパススリー No.02961 コロナレッド P31

240,000円〜
240,000円 木製ブラインド（幅101cm以上×丈111cm以上） P24

いたがき マルチトート A4 P28
250,000円 いたがき リュックサック P28

PROTeCA スリーシックスティーティー No.02923 ブラック P32
PROTeCA スリーシックスティーティー No.02923 ウォーム
グレー

P32

PROTeCA スリーシックスティーティー No.02923 ピーコッ
クブルー

P32

PROTeCA スリーシックスティーティー No.02923 コズミッ
クネイビー

P32

PROTeCA スリーシックスティーティー No.02923 マーメイ
ドピンク

P32

252,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 
5kg×2を12回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 玄米
5kg×2を12回お届け

P08

【定期便】特別栽培米 北海道赤平産きたくりん 
5kg×2を12回お届け

P10

【定期便】北海道赤平産ななつぼし 5kg×2を12回お届け P10
275,000円 いたがき セカンドバッグ ブラック P29
300,000円 いたがき サドルショルダー P28
310,000円 PROTeCA ブリックロック No.00933 グラスグリーン P32

PROTeCA ブリックロック No.00933 ブラック P32
PROTeCA ブリックロック No.00933 ブルーグレー P32
PROTeCA ブリックロック No.00933 ダークシルバー P32

348,000円 【定期便】特別栽培米 北海道赤平産ゆめぴりか 無洗米 
5kg×2を12回お届け

P09

370,000円 いたがき A4 ビジネスバッグ P29
410,000円 いたがき ボストンバッグ P29

寄附金額別お礼の品一覧
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毎日食べたい
赤平の美味しいお米

空知川の豊かな水に恵まれた米
どころ 赤平市。北海道米の最
高峰「ゆめぴりか」を筆頭に「き
たくりん」「ななつぼし」など、
全国トップクラスを誇る品質の
お米が作られています。

寄附金額 12,000 円〜 寄附金額 12,000 円〜 寄附金額 16,000 円〜

寄附金額 12,000 円〜 寄附金額 12,000 円〜

寄附金額 内容量お届け回数 総量

12,000円

22,000円

商品番号

５kg

５kg ×２

１回

１回

５kg

10kg

5665-0687

5665-0763

北海道赤平産 特別栽培米

ゆめぴりか 

ほどよい粘りと甘み、やわらかさ、つ
ややかな炊きあがり。10 年以上の歳月
を重ねて研究した自慢の品種です。

「ゆめぴりか」の玄米。ビタミンやミネ
ラル、食物繊維を豊富に含み、健康と
美容を気遣う方に最適なお米です。

35,000円

58,000円

65,000円

69,000円

108,000円

128,000円

138,000円

252,000円

５kg

５kg

５kg ×２

５kg

５kg ×２

５kg ×２

５kg

５kg ×２

３ヵ月

５ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

５ヵ月

６ヵ月

12ヵ月

12ヵ月

15kg

25kg

30kg

30kg

50kg

60kg

60kg

120kg

5665-0688

5665-0689

5665-0764

5665-0690

5665-0765

5665-0766

5665-0691

5665-0767

定期便でお届け（毎月１回、連続3〜 12ヵ月間配送致します）

北海道赤平産 特別栽培米

ゆめぴりか 玄米 

寄附金額 内容量お届け期間 総量 商品番号

寄附金額 内容量お届け回数 総量

12,000円

22,000円

商品番号

５kg

５kg ×２

１回

１回

５kg

10kg

5665-0699

5665-0703

35,000円

65,000円

69,000円

128,000円

138,000円

252,000円

５kg

５kg ×２

５kg

５kg ×２

５kg

５kg ×２

３ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

６ヵ月

12ヵ月

12ヵ月

15kg

30kg

30kg

60kg

60kg

120kg

5665-0700

5665-0704

5665-0701

5665-0705

5665-0702

5665-0706

定期便でお届け（毎月１回、連続3〜 12ヵ月間配送致します）

寄附金額 内容量お届け期間 総量 商品番号

▶詳細は８ページ ▶詳細は８ページ ▶詳細は９ページ

▶詳細は 10 ページ ▶詳細は 10 ページ

寄附金額に応じて、3ヵ月〜1
年間、毎月お米が届く定期便は、
赤平の美味しいお米を毎月食べ
られて、お買い物の負担も減る
と大変好評です。寄附金額やお
届け期間など、詳しくは右ペー
ジからの一覧表をご覧ください。

お米の定期便について

※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。
事業者：有限会社カワサキ森田屋

特
別
栽
培
米 

ゆ
め
ぴ
り
か

北
海
道
赤
平
産

特
別
栽
培
米 

ゆ
め
ぴ
り
か 

玄
米

北
海
道
赤
平
産

特
別
栽
培
米 

ゆ
め
ぴ
り
か 

無
洗
米

北
海
道
赤
平
産

玄
米

無
洗
米

特
別
栽
培
米 

き
た
く
り
ん

北
海
道
赤
平
産

な
な
つ
ぼ
し

北
海
道
赤
平
産
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寄附金額 内容量お届け回数 総量

16,000円

30,000円

商品番号

５kg

５kg ×２

１回

１回

５kg

10kg

5665-0692

5665-0697

北海道赤平産 特別栽培米

ゆめぴりか 無洗米 

ほどよい粘りと甘み、やわらかさ、つ
ややかな炊きあがり。北海道米の最高
峰「ゆめぴりか」の便利な無洗米です。

47,000円

89,000円

92,000円

122,000円

148,000円

176,000円

182,000円

348,000円

５kg

５kg ×２

５kg

５kg

５kg ×２

５kg ×２

５kg

５kg ×２

３ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

８ヵ月

５ヵ月

６ヵ月

12ヵ月

12ヵ月

15kg

30kg

30kg

40kg

50kg

60kg

60kg

120kg

5665-0693

5665-0698

5665-0694

5665-0695

5665-0768

5665-0707

5665-0696

5665-0769

定期便でお届け（毎月１回、連続3〜 12ヵ月間配送致します）

寄附金額 内容量お届け期間 総量 商品番号

寄附金額 内容量お届け回数 総量

12,000円

22,000円

商品番号

５kg

５kg ×２

１回

１回

５kg

10kg

5665-0677

5665-0775

北海道赤平産 

ななつぼし 

ツヤ・粘り・甘みのバランスが抜群で
冷めても美味しいと評判です。「北斗七
星のように輝いてほしい」という願い
を込めて名付けられました。

ツヤ・粘り・甘みのバランスが良い「き
たくりん」を農薬を慣行の半分以下に
抑えた特別栽培で育てました。

35,000円

58,000円

65,000円

69,000円

108,000円

128,000円

138,000円

252,000円

５kg

５kg

５kg ×２

５kg

５kg ×２

５kg ×２

５kg

５kg ×２

３ヵ月

５ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

５ヵ月

６ヵ月

12ヵ月

12ヵ月

15kg

25kg

30kg

30kg

50kg

60kg

60kg

120kg

5665-0678

5665-0679

5665-0776

5665-0680

5665-0777

5665-0778

5665-0681

5665-0779

定期便でお届け（毎月１回、連続3〜 12ヵ月間配送致します）

2020 年 10 月より新米をお届け
北海道赤平産 特別栽培米

きたくりん 

寄附金額 内容量お届け期間 総量 商品番号

寄附金額 内容量お届け回数 総量

12,000円

22,000円

商品番号

５kg

５kg ×２

１回

１回

５kg

10kg

5665-0682

5665-0770

35,000円

58,000円

65,000円

69,000円

108,000円

128,000円

138,000円

252,000円

５kg

５kg

５kg ×２

５kg

５kg ×２

５kg ×２

５kg

５kg ×２

３ヵ月

５ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

５ヵ月

６ヵ月

12ヵ月

12ヵ月

15kg

25kg

30kg

30kg

50kg

60kg

60kg

120kg

5665-0683

5665-0684

5665-0771

5665-0685

5665-0772

5665-0773

5665-0686

5665-0774

定期便でお届け（毎月１回、連続3〜 12ヵ月間配送致します）

寄附金額 内容量お届け期間 総量 商品番号

●発送期日：2020 年 10 月下旬〜

※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。
事業者：有限会社カワサキ森田屋

赤平トマトスープカレー
（大容量１kg）

赤平産のトマトを使ったスープカレー。さ
わやかな酸味とスパイスは、どんな具材に
も合わせやすいと好評です。

ブランドアップ赤平

新
商
品

北海道といえばスープカレー。
鍋やスープパスタなどのアレン
ジもおススメです。ホットレッ
グとの相性も抜群です！

（担当：高田）

●１袋（１kg）
※商品に具材は含まれません。

5665-0664商品番号10,000 円

※写真はイメージです。

赤平の美味しいお米と一緒に食べよう！
地元の野菜を使った新名物がお礼の品に新登場
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北海道産チーズを使ったとろ～り

チーズソースのかぼちゃ包み揚げ

深いコクのチェダーチーズを甘めの
かぼちゃ生地で包みました。

テーブルマーク株式会社
製造工場：株式会社北海道加ト吉

● 960g（80g×12 個）× ５袋

M
マイスターデリ

Dとろける濃厚クリームの
コロッケ（国産紅ずわいがに入り）

北海道産牛乳と生クリームを使用し
た紅ずわいがに入りのコロッケです。

● 750g（75g×10 個）× ６袋

北海道産ししゃもメス

北海道の太平洋沿岸で獲れた本し
しゃも。旨みが凝縮されています。

岡田水産北海道株式会社

●１箱（メス 30 尾入り）

３ヵ月連続お届け
赤平市ふるさと定期便 A セット

美味しい赤平の味覚を存分に楽しめるセットです。１回
目に米、2 回目に焼肉セット、3 回目にししゃもをお届け。

有限会社カワサキ森田屋 / 有限会社滝本商店
岡田水産北海道株式会社

１回目：北海道赤平産ゆめぴりか特別栽培米５kg
２回目：人気の特製ホルモン入り３種の焼肉セット［ホルモン（みそ味）
400g ×１袋、牛カルビ 250g ×１袋、牛ハラミ（サガリ）250g×１袋］
３回目：北海道産ししゃもメス１箱（30 尾入り）
※入金確認後、翌月より３ヵ月連続でお届けします。
※返礼品のお届けの順番の変更はできません。

５ヵ月連続お届け
赤平市ふるさと定期便 B セット

米、焼肉セット、ししゃも、クリームコロッケなど 5 ヵ
月連続で赤平の特産品が届く大変豪華な定期便です。

有限会社カワサキ森田屋 / 株式会社アイマトン
テーブルマーク株式会社 ( 製造工場：株式会社北海道加ト吉 )

岡田水産北海道株式会社 / 有限会社滝本商店

１回目：北海道赤平産ゆめぴりか特別栽培米５kg
２回目：北海道ジンギスカン［（肉 200g・たれ 100g）× ２袋］
３回目：MDとろける濃厚クリームのコロッケ［750g（75g×10個）×６袋］
４回目：北海道産ししゃもメス（30 尾入り）
５回目：人気の特製ホルモン入り３種の焼肉セット［ホルモン（みそ味）
400g×１袋、牛カルビ 250g ×１袋、牛ハラミ（サガリ）250g×１袋］
※入金確認後、翌月より５ヵ月連続でお届けします。
※返礼品のお届けの順番の変更はできません。

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

テーブルマーク株式会社
製造工場：株式会社北海道加ト吉

皆
み な く る

菜久留直売所厳選
旬の野菜の詰めあわせ

赤平の農家の女性グループが運営する「皆菜
久留（みなくる）直売所」から直送します。

向井農園

●じゃがいも ( 男爵・北あかり )、玉ねぎ、かぼちゃ、
ズッキーニ、茄子、くろわし茄子、パプリカ、にん
にく、小栗、ゴーヤなどから４〜６種類をお届け。
●申込期日：2020 年９月 20 日まで
●発送期日：2020 年８月下旬〜９月末
※野菜の種類は事業者おまかせとなりますので、あ
らかじめご了承願います。

向井さんが作った 
とうもろこし（Lサイズ 10 本）

夏限定品。皮がやわらかくて甘い「ゴー
ルドラッシュ」をお届けします。

向井農園

5665-0746商品番号

●申込期日：
2020年８月 31 日まで
●発送期日：
2020 年８月 20 日頃〜
９月 15 日頃

冷蔵

ぺこ・ジェラ
北海道赤平産羊乳アイスクリーム

赤平市内の自社牧場産羊乳
を使用したアイスクリーム。
クセのないあっさりとした
口当たりながら、コクがあっ
て美味しいと評判です。

株式会社アイマトン

●内容量：1 個あたり 100ml

新
商
品

5665-0747商品番号

5665-0736商品番号 5665-0737商品番号 5665-0724商品番号

5665-0782商品番号 5665-0783商品番号

新鮮野菜と地場産品
を使った加工品

赤平の農家さんが丹精込めて育
てた野菜を直送しています。新
商品の赤平トマトスープカレー

（p.9）や北海道産ししゃも、道
産素材を使用したホクホクコ
ロッケもぜひご賞味ください。

13,000 円

13,000 円

※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。

12,000 円 12,000 円 12,000 円

45,000 円 68,000 円

寄附金額 内容量

13,000円
20,000円
23,000円

商品番号

６個

10個

12個

5665-0790
5665-0791
5665-0792

冷凍

※天候や発育によりお
届けが遅れることがあ
ります。
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寄附金額 内容量お届け回数 総量

11,000円

18,000円

商品番号

５kg

５kg ×２

１回

１回

５kg

10kg

5665-0606

5665-0607

2020 年 10 月より新米をお届け

農園直送ゆめぴりか 

土壌づくりにこだわって育てた北海道米
「ゆめぴりか」です。精米したてのお米を
お届けするので、より美味しくお召し上
がり頂けます。

ほりぐち農園

33,000円

50,000円

66,000円

100,000円

132,000円

200,000円

５kg

５kg ×２

５kg

５kg ×２

５kg

５kg ×２

３ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

６ヵ月

12ヵ月

12ヵ月

15kg

30kg

30kg

60kg

60kg

120kg

5665-0608

5665-0611

5665-0609

5665-0612

5665-0610

5665-0613

定期便でお届け（毎月１回、連続3〜 12ヵ月間配送致します）

寄附金額 内容量お届け期間 総量 商品番号

ほりぐち農園の
朝もぎ春グリーンアスパラ

朝に収獲したアスパラをそ
の日のうちに直送します。
新鮮で甘みもたっぷり！ほりぐち農園

●約１kg（サイズ混合２L、L、M）
●申込期日：
2020 年５月 31 日まで
●発送期日：
2020 年４月中旬〜
2020 年６月中旬まで

冷蔵

ほりぐち農園
http://horiguchinouen64.com/

たきもとの
味付ジンギスカン 1.6kg

・400g ×４袋

たきもとのホルモン（みそ味）
と味付ジンギスカン

・ホルモン（みそ味）400g×２袋
・味付ジンギスカン 400g×２袋

たきもとのホルモン（塩味）
と味付ジンギスカン

・ホルモン（塩味）400g×２袋
・味付ジンギスカン 400g×２袋

たきもとのホルモンセット
（みそ味・塩味）

・ホルモン（みそ味）400g ×２袋
・ホルモン（塩味）400g ×２袋

パリッとジューシー
あかびらホットレッグ（５本入り）

・1 本 190g ×５本

ご家族みんなで！
あかびらホットレッグ（12本入り）

・1 本 190g ×12 本

5665-0720商品番号

5665-0732商品番号 5665-0727商品番号 5665-0739商品番号

5665-0738商品番号 5665-0759商品番号 5665-0760商品番号

11,000 円

ほりぐち農園の
アスパラとお米

ほりぐち農園は、赤平市で 100
年以上農業を続けている小さな
農家です。イルムケップの山か
ら流れる雪どけ水と気温の寒暖
差を活かして、美味しいお米と
アスパラを育てています。

冷凍 このページの品物は、すべて冷凍でのお届けとなります。

●発送期日：2020 年 10 月下旬〜

※天候や発育によりお届けが遅れることがあります。

赤平で愛される老舗
滝本商店の焼肉セット

炭鉱産業が盛んだった昭和初
期、精肉・鮮魚店として創業し
た滝本商店。現在は精肉店の他
に焼肉店「焼肉のたきもと」を
構え、美味しいジンギスカンや
ホルモンを提供しています。

14,000 円14,000 円 14,000 円

14,000 円

※写真はイメージです。

10,000 円 16,000 円

事業者：有限会社滝本商店

※写真はイメージです。
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冷凍 すべて冷凍でのお届けとなります。

人気の特製ホルモン入り
３種の焼肉セット

・ホルモン（みそ味）400g×1 袋
・牛カルビ 250g×1 袋
・牛ハラミ（サガリ）250g×1 袋

焼肉ジュウジュウ！
３種の焼肉セット

・牛カルビ 250g×2 袋
・牛ハラミ（サガリ）250g×2 袋
・味付ラム 500g×1 袋

焼肉ジュウジュウ！
４種の焼肉セット

・ホルモン（みそ味）400g×1 袋
・味付ジンギスカン 400g×1 袋
・牛カルビ 250g×2 袋
・牛ハラミ（サガリ）250g×2 袋

肉好き必見！５種の
焼肉食べくらべセット

・ホルモン（みそ味）400g×1 袋
・味付ジンギスカン 400g×1 袋
・牛カルビ 250g×2 袋
・牛ハラミ（サガリ）250g×2 袋
・チキンレッグ 190g×2 本

アイマトンのジンギスカンと合鴨
赤平の牧場でワイン製造後のぶどうを食べて
育ったワインラムのジンギスカンと、赤平産「北
海あいがも」の鴨鍋セットです。

赤平自慢のお肉
６種選りすぐりセット

・ホルモン（みそ味）400g×2 袋
・味付ジンギスカン 400g×2 袋
・牛カルビ 250g×2 袋
・牛ハラミ（サガリ）250g×2 袋
・味付ラム 500g×1 袋
・チキンレッグ 190g×3 本

北海道ジンギスカン
株式会社アイマトン

北海あいがも鴨鍋
株式会社アイマトン

5665-0728商品番号

13,000 円
5665-0730商品番号

22,000 円
5665-0729商品番号

22,000 円

5665-0756商品番号26,000 円

事業者：有限会社滝本商店

ジンギスカンやホルモンの他、赤平のソウルフード・ホットレッ
グが入っています。パリパリジューシーに揚げて召し上がれ！

今夜は焼肉！
５種類の豪華焼肉セット

・ホルモン（みそ味）400g×3 袋
・味付ジンギスカン 400g×2 袋
・牛カルビ 250g×2 袋
・牛ハラミ（サガリ）250g×2 袋
・味付ラム 500g×1 袋

5665-0731商品番号33,000 円

滝本商店の秘伝のタレで味付けしたお肉５種類が入ったボ
リュームたっぷりの焼肉セット。お腹いっぱい食べられます。

5665-0758商品番号

36,000 円

今夜は焼肉！５種類の
豪華焼肉ボリュームセット

・ホルモン（みそ味）400g×3 袋
・味付ジンギスカン 400g×2 袋
・牛カルビ 250g×4 袋
・牛ハラミ（サガリ）250g×3 袋
・味付ラム 500g×3 袋

5665-0740商品番号

55,000 円

超豪華６種類の
焼肉ボリュームセット

・ホルモン（みそ味）400g×3 袋
・味付ジンギスカン 400g×2 袋
・牛カルビ 250g×3 袋
・牛ハラミ（サガリ）250g×3 袋
・味付ラム 500g×3 袋
・チキンレッグ 190g×4 本

5665-0757商品番号

58,000 円

事業者：有限会社滝本商店

冷凍 すべて冷凍でのお届けとなります。

・北海道ジンギスカン（肉 200g・タレ 100g）×２袋

5665-0725商品番号12,000 円
・赤平産鴨スライス 180×１袋　・鴨つみれ 100g×１袋
・鴨鍋のタレ 250ml×１本

5665-0726商品番号12,000 円

※写真はイメージです。
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ジンギスカンの豪華食べくらべ！
北海道の王道グルメ・ジンギスカンの食べくら
べができる贅沢セットがこちら。違いを楽しみ
ながら味わってください。

２回お届け
ジンギスカン食べくらべ

秘伝のタレに漬け込んだ「たきもとのジンギスカン」と、
赤平のワインラムを使用した「北海道ジンギスカン」の
食べくらべセットです。

有限会社滝本商店 / 株式会社アイマトン

【１回目】たきもとの味付ジンギスカン 400g ×４袋
【２回目】北海道ジンギスカン（肉 200g・タレ 100g）× ２袋

２回お届け
お肉食べくらべセット

「たきもとのジンギスカン」と「北海道ジンギスカン」の
食べくらべができる上に、「たきもとのみそ味ホルモン」
も味わえる嬉しいセットです。

株式会社アイマトン / 有限会社滝本商店

【１回目】北海道ジンギスカン（肉 200g・タレ 100g）× ２袋
【２回目】たきもとの味付ジンギスカン 400g ×２袋
              ホルモン（みそ味）400g ×２袋

冷凍 冷凍

有限会社滝本商店
http://www.akabira-takimoto.jp/

石炭産業が栄えていた昭和 20年頃、炭鉱長屋で
日常的に食べられていたホルモン鍋。ストーブを
ガンガン焚いて、ガンガン
煮込んで、ガンガン食べて、
ガンガン語り、ガンガン働く
という意味で名付けられた。

炭鉱メシ「がんがん鍋」
赤平ひとことコラム

あかびらかりんとセット（８袋入り）

炭鉱町の文化を大切にしたいと作られた「石炭かりんと
う」（紫芋使用）などが入ったバラエティ豊かなセット。

植栄興業株式会社

●おからかりんとう（90g）、赤じゃがかりんとう（80g）各２袋、
石炭かりんとう・ごましおかりんとう・カレーかりんとう・しょう
ゆかりんとう各 80g ×１袋

日帰り温泉入浴券付き
エルム高原リゾートコテージ宿泊券

株式会社赤平振興公社

炭鉱遺産を見に赤平を訪れる際は、ぜひエルム高原リゾー
トへ！ ロフトタイプのコテージで自然を満喫できます。

●６名様用コテージ宿泊券及び入浴チケット（宿泊人数 ×1 回分）
※有効期限：発行から 2 年　※要事前予約　※定休日：なし
※チェックイン 15:00 / チェックアウト 10:00

5665-0781商品番号 5665-0780商品番号

5665-0468商品番号 5665-0741商品番号

25,000 円 25,000 円

北海道産業を支えた
赤平の炭鉱

炭鉱町として栄えてきた赤平
市。現在でも各所に様々な炭鉱
遺産が残されています。2019
年 5 月にはこの写真の「旧住友
炭鉱立坑やぐら」が日本遺産構
成文化財に認定されました。

旧住友赤平炭鉱立坑
ペーパークラフトキット

旧住友赤平炭鉱立坑やぐらをペーパークラフトで再現で
きるキット。夏休みの工作にもおすすめです。

武藤工業株式会社

●サイズ（完成時）：約 250×130×110mm、重さ：約 40g
材質：カラーペーパー

5665-0630商品番号14,000 円

11,000 円 54,000 円

エルム高原
リゾート
http://www.
akabira.net/

旧住友赤平炭鉱立坑キット

武藤工業株式会社

旧住友赤平炭鉱立坑やぐらを当時の図面から再現した縮
尺 1/160 のリアルモデルです。

●サイズ（完成時）：約 280×110×65mm、重さ：約 100g
材質：MDF

新
商
品

5665-0616商品番号15,000 円
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北海道キッチンタオル
（４ロール× 12 パック）

水も油もしっかり吸収し、濡れても破れにくいキッチン
タオル。電子レンジにも使えます。北海道限定品です。

エリエール ティシュー
（５箱× 12 パック）

柔軟仕上げのやわらかさにきめ細やかななめらかさがプ
ラスされた、肌に心地よいボックスティシューです。

贅沢保湿
（ 3 箱 × 10 パック）

贅沢保湿ポケットティシュー
（14 パック× 16 個）

＋
プラス

Water
（５箱× 10 パック）

通常商品の 170% もの水分率で、しっ
とりやわらかい肌心地のボックス
ティシュー。

持ち歩きに便利な高保湿タイプのポ
ケットティシュー。やわらかくて肌
触りが良いと評判です。

肌に優しい高保湿タイプのボックス
ティシュー。風邪を引いた時や花粉
症の季節にもおすすめです。

5665-0675商品番号 5665-0671商品番号5665-0672商品番号

5665-0674商品番号 5665-0673商品番号

赤平でエリエール製品
が作られています

約 30 年前、炭鉱に変わる新た
な産業として誘致され、創業し
た赤平製紙株式会社。北海道内
に流通するエリエールの全商品
が、赤平製紙の工場で製造され
ています。

事業者：エリエールビジネスサポート株式会社

14,000 円 20,000 円

新
商
品

22,000 円 22,000 円22,000 円

トイレットティシュー シングル
（12 ロール×６パック）

１ロール 55m、天然ハーブオイル配合の香り付きシング
ルタイプのトイレットティシューです。

5665-0665商品番号14,000 円

トイレットティシュー ダブル
（12 ロール×６パック）

１ロール 30m、天然ハーブオイル配合の香り付きダブル
タイプのトイレットティシューです。

5665-0666商品番号14,000 円

消臭＋トイレットティシュー ダブル
しっかり香るフレッシュクリアの香り

（12 ロール×６パック）

１ロール 25m、天然由来の消臭成分（柿タンニン＆茶カ
テキン）配合。気になる臭いをしっかり消臭してくれます。

5665-0667商品番号14,000 円

i
イーナ

:naトイレットティシュー シングル
（12 ロール×６パック）

1 ロール 100m。通常のトイレットティシューよりも交換
の手間が省けます。華やぐフローラルの香り付き。

5665-0668商品番号17,000 円

i
イーナ

:naプリントトイレットティシュー ダブル
（12 ロール×６パック）

1 ロール 46m。通常のトイレットティシューよりも長持
ちします。花柄プリントで優雅な花の香り付き。

5665-0670商品番号17,000 円

合計 48 ロール 合計 60 箱

合計 30 箱 合計 50 箱 合計 224 個

合計 72 ロール 合計 72 ロール

合計 72 ロール

i
イーナ

:naトイレットティシュー ダブル
（12 ロール×６パック）

1 ロール 50m。通常のトイレットティシューよりも長持
ちします。華やぐフローラルの香り付き。

5665-0669商品番号17,000 円

合計 72 ロール

合計 72 ロール 合計 72 ロール
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ペーパーウッドのいろつきくるま

色付きの紙と木材を重ねてストライプ模様を作り出す「ペーパーウッ
ド」の木製おもちゃ。「オレンジとブルー」「オレンジとグリーン」
いずれかのセットをお選びください。どの形が届くか、お楽しみに！

楽しくつくって楽しく遊ぶ！
レーサーカー＆ころころカー

どちらも組み立てはとっても簡単！ 色を塗ったり模様を
入れて楽しくカスタマイズできます。

こ ろ こ ろ カ ー ● サ イ ズ： 約 W120×H80×D55mm　 重 さ： 約
120g　材質：松材・ラワン材
レ ー サ ー カ ー ● サ イ ズ： 約 W180×H85×D65mm　 重 さ： 約
180g　材質：MDF（タイヤ）　松材・ラワン材・アガチス（その他）
●対象年齢：幼児〜小学生低学年

いろいろつみき 25 ～ 30 個

形も木の種類もいろいろなつみきのセット。無塗装なの
でお子様の初めてのおもちゃとしてもおすすめです。

●数量：25 〜 30 個　重さ：約 700g　材質：赤松・スプルス・
タモ他、袋付き

こだわりの木材でつくる！
木製ドミノ 250 ピース

木のぬくもりを感じられる、無垢材のドミノ。好きな色
に塗ったり、絵を描いたりしても楽しめます。

●数量：250 ピース　１ピースサイズ：45×24×10mm
重さ：約６g　材質：米松、袋付き
※お届けまで１〜２ヵ月程度かかる場合があります。

子どもから大人まで楽しめる！
木製バランスゲーム

●数量：81 本　１本のサイズ：60×20×15mm　重さ：約 15g
材質：タモ、袋付き
※お届けまで１〜２ヵ月程度かかる場合があります。

かわいい恐竜つみき

●サイズ：約 35 〜 120mm× 約 40 〜 85mm
重さ：約 20 〜 60g　材質：松材

かわいいアニマルつみき

●サイズ：約 35 〜 120mm× 約 40 〜 85mm
重さ：約 20 〜 60g　材質：松材

崩れないようにピースを抜いて遊ぶバランスゲーム。家
族や友だち、みんなで遊ぼう！

新
商
品

新
商
品

５種類の恐竜が入ったつみきセットです。グラグラ揺れ
る板に、崩れないよう積み上げて遊ぼう！

しろくまやライオンなど、７種類のかわいい動物が入っ
たつみきセットです。

5665-0629商品番号

5665-0631商品番号

5665-0624商品番号 5665-0625商品番号

5665-0614商品番号 5665-0615商品番号

贈り物にもおすすめ
武藤工業の木の玩

おもちゃ

具

明治 42 年創業の武藤工業株式
会社は、「木のぬくもりを暮ら
しに」を合言葉に、木の魅力を
引き出すものづくりを行ってい
ます。中でも木のおもちゃは、
肌触りが良いと好評です。

事業者：武藤工業株式会社

●６種類の中から、オレンジとブルーのくるまを１種
類ずつ２個セットでお届けします。

5665-0623商品番号

オレンジとブルー
16,000 円

●サイズ：約 W170×H120×D70mm　重さ：約 60
〜 100g（サイズ・重さともに形により異なる）
材質：ペーパーウッド

●６種類の中から、オレンジとグリーンのくるまを１
種類ずつ２個セットでお届けします。

5665-0622商品番号

オレンジとグリーン
16,000 円

14,000 円

14,000 円

38,000 円 38,000 円

21,000 円 21,000 円

武藤工業株式会社
http://mutouco.com/

約20cm 約27cm



23 24

寄附金額 難易度品名

16,000円
16,000円
16,000円
16,000円
16,000円
16,000円

商品番号

★

★

★★

★★

★★★

★★★

ワイドNo.7

ワイドNo.8

ワイドNo.9

ワイドNo.10

ワイドNo.11

ワイドNo.12

5665-0632
5665-0633
5665-0634
5665-0635
5665-0636
5665-0637

考えるおもちゃ
ギアパズル ワイド／ミニ

歯車を組み合わせて遊ぶギアパズル。「ギアパズル・
ワイド」は 30cm 四方の大きめサイズ、「ギアパズル・
ミニ」は手のひらサイズで 2 個セットです。難易度に
よって絵柄が異なります。

ギアパズル・ワイド

寄附金額 難易度品名

16,000円
16,000円
16,000円

商品番号

★

★★

★★★

ミニA（No.7/10）

ミニB（No.8/11）

ミニC（No.9/12）

5665-0638
5665-0639
5665-0640

ギアパズル・ミニ
ギアパズル・ワイド

ギアパズル・ミニ

木の雑貨とインテリア
赤平の職人たちが丁寧に心を込めて作った木の
アイテムは、日々の生活にぬくもりをプラスし
てくれます。

木の名刺入れ＆カードケース

美しい木目の名刺入れとカードケースのセットです。

武藤工業株式会社

道南杉 トド松

職人が一つ一つ手作りした木のつみき。お好きな材質をご指定下さい。

自分で組み立てて遊べる木のおもちゃ。走行はもちろんアームや荷
台の部分も動きます。組み立てに便利な木づちも一緒にお届け。

●すべてに木づち（サイズ：85×300mm　重さ :115g）が付属します。
●材質：メープル　●対象年齢：小学生以上

折りたたみ椅子（一脚）

武藤工業株式会社

折りたたみテーブル 木製壁掛け電波時計

空知単板工業株式会社

●サイズ：直径 315× 厚さ 30mm
重さ：約 1.5kg　材質：道産タモ材

武藤工業株式会社

持ち運びしやすい折りたたみ式の木
製椅子です。

場所を取らない折りたたみ式の木製
テーブルです。

味わいのある木の時計です。電波時
計なので時間を正確に刻みます。

木製ブラインド １cm 単位でオーダーできる木製ブラインドです。
羽の厚みが薄くて軽いので、昇降操作がスムーズ。

空知単板工業株式会社

寄附金額 サイズ

63,000円
134,000円
240,000円

商品番号

幅45〜60cm×丈30〜70cm

幅61〜100cm×丈71〜110cm

幅101cm以上×丈111cm以上

5665-0721
5665-0722
5665-0723

●オフホワイト・ブラウン・ナチュラル・ダークブラウンの 4 色からお選び下さい。
※ 製品の特性上、１〜 2.5cm の誤差が生じることがあります。
※ 防炎タイプではありません。　

5665-0129商品番号

事業者：武藤工業株式会社

自分で組み立ててみよう！ 
はたらくくるまシリーズ

●サイズ：約 W180×H100×D150mm　重さ：約 290g

5665-0619商品番号

ブルドーザー

21,000 円

●サイズ：約 W190×H100×D110mm　重さ：約 370g

5665-0620商品番号

ダンプカー

21,000 円

●サイズ：約 W200×H100×D140mm　重さ：約 270g

5665-0621商品番号

ショベルカー

21,000 円

※サイズと重さは上記参照

5665-0626商品番号

３種セット（ブルトーザー / ダンプカー／ショベルカー）

60,000 円

贈り物にぴったり！ 木製つみき

●サイズ：約 350×230×80mm　重さ：約 1.7kg
材質：北海道産道南杉

5665-0627商品番号

北海道産道南杉
60,000 円

5665-0628商品番号

北海道産トド松
60,000 円

●サイズ：約 350×230×80mm　重さ：約 1.7kg
材質：北海道産トド松

●材質：シナ合板、松材

5665-0641商品番号

北海道産道南杉
37,000 円

5665-0642商品番号

北海道産トド松
37,000 円

名刺入れ●サイズ：W110×H70×D13mm　重さ：約 35g
カードケース●サイズ：W100×H60×D3mm　重さ：約３g

100,000 円60,000 円

●サイズ（使用時）：W430×D700×
H410mm　重さ：約２kg　材質：松材

5665-0618商品番号

60,000 円

●サイズ（使用時）：W370×D470×
H870mm　重さ：約２kg　材質：松材

5665-0617商品番号

新
商
品

新
商
品
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７月：白系 10 月：白赤系

５月 ピンク系
７月 白系
10 月白赤系

胡蝶蘭の名産地から
美しい花をお届け

赤平は東北以北で最大級の規模
と出荷量を誇る胡蝶蘭の名産地。
毎年４月には「らんフェスタ赤
平」が開催されます。贈り物
にも最適な美しい胡蝶蘭を赤平
オーキッドからお届けします。

●申込期日：2020 年 10 月 20 日
●発送期日：
2020 年５月上旬〜 11 月上旬

5665-0743商品番号

20,000 円

●申込期日：2020 年 10 月 20 日
●発送期日：
2020 年５月上旬〜 11 月上旬

5665-0744商品番号

20,000 円

●申込期日：2020 年 10 月 20 日
●発送期日：
2020 年５月上旬〜 11 月上旬

5665-0742商品番号

20,000 円

●申込期日：2020 年９月 30 日
●発送期日：
2020 年５月上旬〜 10 月下旬

5665-0733商品番号

43,000 円

大輪ピンク系胡蝶蘭
１本立て

大輪白系胡蝶蘭
１本立て

品種おまかせミディ胡蝶蘭
１本立て１鉢

赤平長持ち胡蝶蘭®
ピンクミディ３株３本立て

●申込期日：2020 年９月 30 日
●発送期日：
2020 年５月上旬〜 10 月下旬

5665-0734商品番号

66,000 円

●申込期日：2020 年９月 30 日
●発送期日：
2020 年５月上旬〜 10 月下旬

5665-0735商品番号

135,000 円

赤平長持ち胡蝶蘭®
白花大輪３本立て

赤平長持ち胡蝶蘭®
白花大輪５本立て

●申込期日：2020 年６月30日
●発送期日：１回目：2020 年７月　　　
　　　　　　２回目：2020 年 10月

5665-0748商品番号

90,000 円

大輪胡蝶蘭の３本立て
年２回お届け

●申込期日：2020 年４月 30 日
●発送期日：１回目：2020 年５月　　　
　　　　　　２回目：2020 年７月
　　　　　　３回目：2020 年10月

5665-0745商品番号

135,000 円

大輪胡蝶蘭の３本立て
年３回お届け

事業者：赤平オーキッド株式会社

職人技が光る
いたがきの革製品

いたがきは 1982 年の創業以来、
長く使えて愛着の持てる革製品
を作り続けています。タンニン
なめし革を使った革製品は、使
うほどにやわらかく深い色合い
に変化していくのが特徴です。

事業者：株式会社いたがき

新
商
品

37,000 円

●サイズ：最長 105cm　重さ：160g
仕様：2.5cm 間隔５つ穴

5665-0714商品番号

ベルト 30mm キャメル

13,000 円

●サイズ：H65×W108×D3mm
重さ：22g

5665-0755商品番号

シンプル名刺入れ キャメル

30,000 円

●サイズ：H80×W106×D3mm
重さ：50g

5665-0712商品番号

ID ストラップ

9,000 円

●サイズ：H100×W45×D6mm
重さ：25g

5665-0574商品番号

大角キーホルダー キャメル

28,000 円

●サイズ：H55×W190×D20mm
重さ：40g

5665-0752商品番号

ペンケース キャメル

66,000 円

●サイズ：最長 114cm　重さ：190g
 仕様：2.5cm 間隔５つ穴

5665-0713商品番号

メンズベルト 30mm ブラック

丈夫な背中から尻
にかけての部位の
革の一枚革で作ら
れています。

使うほどに体にな
じみます。ビジネ
スシーンにもおす
すめ。

●サイズ：H171×W79×D20mm
重さ：78g

カードケース キャメル

52,000 円
5665-0750商品番号
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44,000 円

●サイズ：H74×W78×D25mm
重さ：40g

5665-0751商品番号

馬蹄小銭入れ キャメル

19,000 円
●サイズ：H65×W80×D20mm　重さ：35g

5665-0710商品番号

折りたたみ小銭入れ キャメル

●サイズ：H95×W97×D5mm　重さ：45g

札ばさみ キャメル

129,000 円
●サイズ：H110×W190×D40mm　重さ：220g

5665-0709商品番号

鞍 束入れ キャメル

鞍デザインの長財布。内装
も合皮を使わずすべて革で
仕立てられています。

中身が見やすく小銭を取り出し
やすいデザインです。カードが
入る内ポケット付き。

ばね式の金具にお札を挟み込むタイ
プの折財布。最大で 30 枚程度のお
札が収納できます。

カードが入るサイズのコインケース。
お札も収納できるので、大きな財布
を持ちたくないときにも便利です。

カード類が６枚入る、シンプルな長
財布です。

26,000 円 5665-0753商品番号

●サイズ：H95×W110×D30mm　重さ：100g

二つ折り札入れ キャメル

74,000 円 5665-0708商品番号

●サイズ：H75×W110×D20mm　重さ：50g

プレイング小銭入れ キャメル

26,000 円 5665-0754商品番号

●サイズ：H90×W190×D25mm
重さ：100g

二つ折り長財布 キャメル

81,000 円
5665-0711商品番号

事業者：株式会社いたがき

新
商
品

●サイズ：H198×W300×D110mm
重さ：874g

5665-0719商品番号

サドルショルダー

368,000 円

●サイズ：H250×W300×
D115mm　重さ：800g

5665-0784商品番号

鞍ショルダー （大）

カジュアルなコーディネートにも、上品
な装いにもぴったりな「鞍」シリーズ
の小さめショルダー。

鞍の美しいフォルムを再現し
た、いたがきの代表作「鞍」
シリーズのショルダーバッグ。

250,000円

●サイズ：H340×W260×D90mm
重さ：980g

5665-0761商品番号

リュックサック

240,000 円

●サイズ：H290×W390×D110mm
重さ：980g

5665-0715商品番号

マルチトート Ａ４

220,000 円

●サイズ：H131×W230×D70mm
重さ：435g

5665-0762商品番号

ウォレットポシェット

鞄いたがき
https://www.itagaki.co.jp/

事業者：株式会社いたがき

新
商
品

新
商
品

新
商
品

300,000 円

ふるさと納税限定品
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このパンフレットに掲載されているいたがきの革製
品には、無料でお名前やイニシャルをお入れでき
ます。名入れご希望の場合は、お申し込み時に備
考欄へご入力ください。

タンニンなめしの革は厚みと硬さがあるので、専用の版押
し機械で表面にくっきりとキレイに焼き入れします。

【名入れご注文の前にご確認ください】
※書体は１書体で、大文字の天地が１㎝ほどのサイズです。
※革本来の風合いを出すため「素押し」のみの対応となります。
※ローマ字の大文字、小文字については事業者おまかせとな
りますので、あらかじめご了承ください。
※文字数によっては、こちらからご連絡する場合があります。
※バッグにはお入れできません。名入れタグがつきます。

いたがきの革製品に
お名前をお入れします

275,000 円

●サイズ：H190×W280×D105mm　
重さ：880g

5665-0717商品番号

セカンドバッグ ブラック

新
商
品

129,000円

●サイズ：H157×W261×D75mm　
重さ：440g

5665-0749商品番号

サイドハンドルポーチ キャメル

410,000円

●サイズ：H275×W485×D180mm　
重さ：1630g

5665-0716商品番号

ボストンバッグ

●サイズ：H270×W380×
D95mm　重さ：1215g

5665-0718商品番号

Ａ４ビジネスバッグ

Ａ４サイズの書類が入るシンプ
ルかつ上品なデザイン。ポケッ
トがたくさん付いているので、
整理整頓しやすいのも特徴。

370,000 円
新
商
品

国産スーツケース
エースの赤平工場

日本で最大の国産スーツケース
工場・エースラゲージ赤平工場。
熟練の技を駆使しながら世界有
数の高品質なスーツケースを送
り出しています。

底部に十分なマチ幅があるので
たっぷり荷物が入ります。

B4 サイズ対応で収納力
抜群

150,000円

●サイズ：H30×W42×D15cm　重さ：1.1kg　容量：17L
5665-0663商品番号

ACE.GENE デュラテクト No.30424 ブラック

スーツケースにセットすること
ができるので出張にも便利。

スーツケースにセット
アップ可能

140,000円
●サイズ：H40×W34×D22cm　重さ：1.9kg　容量：24L

5665-0661商品番号

PROTeCA フィーナ エスティー No.12845

片面に荷物を収納するタイプで
無駄なく荷物を入れられます。

大容量なのに軽量。独自
開発「エアリムⅡ」採用

走行中に少しだけ開けて荷物を
取り出すことも可能です。

サイドストラップ付きで
荷物を取り出しやすい

5665-0662商品番号

ブラック

ネイビー

新
商
品

新
商
品

事業者：エースラゲージ株式会社 北海道赤平工場事業者：株式会社いたがき 出荷不可期間：2020 年 12 月〜 2021 年 1 月初旬まで
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荷物を入れやすいシンプルな内装・なめらかな走行・
独自ストッパー機能を搭載。機内持ち込み対応サイ
ズで１〜２日程度の旅行や出張におすすめです。

機内持ち込みサイズでありながら40Lの容量を実現。
荷物を預ける手間がなく、スムーズに機内へ乗り込
めるのでビジネスシーンに最適です。

カラー 商品番号

01　ガンメタリック

02　ダークシルバー

03　ブルーグレー

04　コロナレッド

5665-0653
5665-0656
5665-0654
5665-0655

縦にも横にも開けられる新発想のスーツケース。狭い
場所での開閉や空港や移動中に荷物を出し入れし
たい時などに様 な々シーンで実力を発揮します。

細く丈夫なマグネシウム合金フレームと、使いやすい
ロックシステムが特徴のスタイリッシュ・スーツケース。
82L の大容量で長期間の旅行におすすめです。

カラー 商品番号

01　ブラック

02　ブルーグレー

03　ダークシルバー

04　グラスグリーン

5665-0657
5665-0658
5665-0660
5665-0659

カラー 商品番号

01　ブラック

02　ウォームグレー

03　ピーコックブルー

04　コズミックネイビー

05　マーメイドピンク

5665-0648
5665-0650
5665-0652
5665-0649
5665-0651

カラー 商品番号

01　ワイン

02　ガンメタリック

03　ダークシルバー

04　ブルーグレー

05　ショコラブラウン

5665-0646
5665-0643
5665-0647
5665-0644
5665-0645

●サイズ：H45×W38×D25cm　重さ：3.1kg
容量：37L

スタリアブイエス　37L NO.02951 スリーシックスティティー 63L NO.02923

マックスパススリー 40L No.02961 ブリックロック 82L No.00933

色々な方向に開くので場所を選
ばず開閉できます。

縦に開いた時に出し入れがしや
すいポケットが付いています。

耐衝撃性を発揮するポリカーボ
ネートハイブリッド樹脂を使用。

安心の TSA LOCKR（米国運
輸保安局認可システム）搭載。

なめらかな走行を可能にするベ
アロンホイール ®搭載。

手元のスイッチでブレーキをか
けることができます。

13 インチ PC も収納可能で移
動中も出し入れしやすい仕様。

シンプルかつ機能的な内装で大
容量の荷物を収納できます。

新
商
品

新
商
品

新
商
品

新
商
品

静
か
で
な
め
ら
か
に

走
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す
る
キ
ャ
ス
タ
ー

キ
ャ
ス
タ
ー
ス
ト
ッ
パ
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機
能
付
き

●サイズ：H45×W39×D25cm　重さ：3.6kg
容量：40L

出
し
入
れ
し
や
す
い
フ
ロ

ン
ト
オ
ー
プ
ン
ポ
ケ
ッ
ト

す
み
ず
み
ま
で
最
大
限

に
荷
物
を
収
納
で
き
る

●サイズ：H68×W49×D28cm　重さ：5.4kg
容量：82L

衝
撃
・
摩
擦
・
熱
に

耐
え
る
ボ
ディ
シ
ェ
ル

Ｔ
Ｓ
Ａ 

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
R
を

搭
載

●サイズ：H60×W45×D27cm　重さ：3.9kg　
容量：63L

縦
に
も
横
に
も
ど
こ
か

ら
で
も
開
け
ら
れ
る

出
し
入
れ
し
や
す
い

ポ
ケ
ッ
ト
レ
イ
ア
ウ
ト

事業者：エースラゲージ株式会社 北海道赤平工場事業者：エースラゲージ株式会社 北海道赤平工場

190,000円

01

02 03 04 05

220,000円

01

02 03 04

250,000円

01 02 03 04

05

310,000円

01 02 03

04

出荷不可期間：2020 年 12 月〜 2021 年 1 月初旬まで出荷不可期間：2020 年 12 月〜 2021 年 1 月初旬まで
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赤平市長 様
次のとおり、寄附をしたいので申し込みます。

※本申込書は、郵送またはファックス（0125-32-6550）でお送りください。
※赤平市内在住者につきましては、お礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。

申込日　　　　　　年　　　　月　　　　日

自治体 CD：０１２１８１

▼寄附者情報

▼寄附・使途情報

☞裏面のアンケートにもご協力下さい。

フリガナ

氏名
電 話
番 号

住所
〒 都　道

府　県
区　市
郡

E-mail

※個人情報の取り扱いについて
寄附金の受付、入金及びお礼の品のお届けに係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。

ワンストップ
特例申請

情報公開

希望する 希望しない

承諾する 承諾しない ※承諾された場合は、氏名・住所（市区町村名）・寄附金額等を市ホームページや
広報紙などで公表させて頂く場合がございます。

男  ・  女
※給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告をせずに寄附
金控除が受けられます。但し、年間５自治体以内の寄附に限ります。

寄附金額 円
※5,000円以上ご寄附をされた方へ、寄附金額に応じてお礼の品を進呈します。
※寄附は、年度内に何回でも行うことができます。

払込取扱票

現金書留

自治体窓口
入金方法

お申し込み確認後、10日以内に払込取扱票を送付させて頂きます。最寄りの郵便局から払い込みください。
※上記寄附者情報に記載のお名前で払い込みをお願いします。なお、手数料は無料です。

【送り先】〒 079-1192　北海道赤平市泉町 4 丁目１番地　赤平市企画課企画調整係（ふるさと納税担当）
※上記寄附者情報に記載のお名前で郵送をお願いします。なお、郵送料はご負担ください。

赤平市役所 企画課企画調整係の窓口にてお支払いください。

※クレジットカードでご入金をご希望の場合は、各ポータルサイトをご利用頂くと、お申込み・ご入金が可能です。

使途

命と健康を守るため地域医療の充実を図る事業

子どもたちが元気で健やかに育つための事業 その他まちづくりに資する事業

炭鉱遺産を保存・継承したまちづくりに資する事業

使途を指定しない

▼お礼の品情報

ご希望の
お礼の品

５６６５ー

５６６５ー

商 品 名

円
寄附金商品番号

お礼の品
の要望等

辞退 お礼の品を辞退する ※お受け取りをご希望されない方のみチェックをご記入ください。

▼お届け先情報
フリガナ

氏名

住所
〒 都　道

府　県
区　市
郡

※寄附者情報と異なる場合のみご記入ください。

円

①

②

①

②

①

②

北海道赤平市
ふるさと納税 感謝特典制度のご案内

赤平市外から5,000円以上のご寄附を頂いた皆様に、赤平市の特産品をお送りします

●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後１～ 2 ヵ月でのお届けを予定しております。　●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。　●お申し込み後の「お礼の品」の変更
はできませんので、ご了承ください。　●商品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、破損・不良品の場合は速やかに対応させて頂きます。　●季節商品等はお届け情
報をご確認ください。　●冷蔵商品は発送前にご連絡いたします。　●ご注文の状況によっては、一時的に品切れが発生する場合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期まで
お待ち頂く場合がありますのでご了承ください。　●メーカーの都合により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。　●本誌商品は印刷再現上、色調が実物と異なる場
合があります。　●写真はすべてイメージです。小物類は商品に含まれません。　●商品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、メーカーや施設の都合など、止むを
得ない事情により内容変更や取扱いを中止する場合がございます。　●商品のお届けは日本国内に限らせて頂きます。

寄附お申し込みの流れ
※年度内、何回でもご利用頂けます。

このカタログや各ふるさと納税ポー
タルサイトで「お礼の品」を検討し
ます。

次の６つの使い道から、サポートしたいと思う使
途を選びます。

①命と健康を守るため地域医療の充実を図る事業
②子どもたちが元気で健やかに育つための事業
③市民自らのまちづくりに資する事業
④炭鉱遺産を保存・継承したまちづくりに資する事業
⑤その他まちづくりに資する事業
⑥使途の指定なし（市長が使途を決定します）

1 お礼の品を選ぶ

2 寄附金の使い道を検討する

4 寄附金を支払う

●クレジットカード
各ふるさと納税ポータルサイトからお申し込みの場合のみ
ご利用頂けます。

●払込取扱票
お申し込み後、寄附者様宛に払込取扱票を送付しますので、
最寄りの郵便局から払い込みください。 
※手数料は赤平市で負担いたします。

●現金書留
お申し込み後、現金書留にてお送りください。
※郵送料はご負担ください。

●自治体窓口
お申し込み後、赤平市役所企画課企画調整係の窓口
にてお支払いください。

お礼の品のお届け時期は、商品によって異なりま
す。また、「寄附金受領証明書」はお礼の品とは
別にお送りいたします。
※「寄附金受領証明書」は申込者の氏名で発行します。再発
行や、発行後の氏名変更はできませんのでご注意ください。

5 お礼の品を受け取る

確定申告には5の「寄附金受領証明書」が必要
です。ワンストップ特例制度を利用する場合は確
定申告は不要です。
※ワンストップ特例制度とは、寄附先が５自治体以内の方が、
確定申告をしなくても税額が控除される仕組み。「申告特例
申請書」の提出が必要です。

6 確定申告 or ワンストップ特例制度を利用

●郵送・FAX で申し込む
右ページの申込書にご記入の上、切り取って
郵送または FAX にてお送りください。

〒 079−1192
北海道赤平市泉町 4 丁目1番地
赤平市企画課　ふるさと納税担当
TEL：0125−32−1834

（受付時間 / 平日 8:30 ～17:00）
FAX：0125−32−6550

●インターネットで申し込む
以下の各ポータルサイトからお申し込みください。

 ふるさと納税　赤平
こちらのQRコードからもアクセスできます

3 寄附を申し込む

市民自らのまちづくりに資する事業

北海道赤平市ふるさと応援寄附金申込書
（あかびらガンバレ応援寄附金）

生年
月日

明・大
昭・平 年　  月　  日

電 話
番 号

33




