
［平成31年4月②］

【ふるさと寄附金に関しての申込先はこちら】

　新冠町では町外在住の方からご寄附をいただいた際に、感謝の気持ちとして新冠町の特産品を進呈いたしま
す。特典品は、金額に応じて、選んでいただくことができます。
　また、ご希望の特典品を組み合わせてご寄附をいただくこともできますし、年度内に何度でも申込み可能と
なっております。

【ご注意】
※ご寄附者様の住所・電話番号・お名前などの個人情報を特典協力企業へ提供させていただきますのでご了
　承ください。
※旬の時期がある特産品の発送可能期間以降の申込みについては、翌年の発送可能月に送付となります。
　通年発送の品は随時発送いたします。
※特典の写真については実際の品物を撮影したものですが、実物とは多少印象が異なる場合がありますので
　ご了承ください。
※新冠町の魅力を町外にＰＲする観点から、特典の送付は町外在住の方からのご寄附者様のみを対象とさせ
ていただきます。

〒059-2492
　　　　北海道新冠郡新冠町字北星町３番地の２
　　　　　　　新冠町役場　総務課総務グループ財政係
　　　　　　　　TEL　0146-47-2114　FAX　0146-47-2600
　　　　　　　　E－mail　zaisei@niikappu.jp

新冠町

ふるさと納税特典カタログ
町外在住の方からご寄附をいただいた皆さまへ新冠町の特産品を差し上げます！



　　1箱 5kg 大人入浴券

6枚

【発送期間】　6月～9月 【発送期間】　7月下旬～8月上旬

　　北海道一のピーマンの生産量を誇る新冠町

　　の「にいかっぷピーマン」は、やわらかく苦み

　　が少ないのが特徴です。ビタミンＣなど栄養

　　豊富なピーマンをたっぷり５キロお届け致し

　　ます。

協力　新冠町農業協同組合

　　　　0146-47-3113

パウンドケーキ

新冠ショコラ

マドレーヌ

紅茶サブレ

など１６個入り

　　新冠町産の風味豊かな美味しい牛乳とミル

　　クコーヒー（各１瓶）、その牛乳を使ったモッ  　手作り工房ミルトのお菓子詰め合わせセット

　　ツァレラチーズ（100g×２個）ストリングチー  です。たくさんの種類を詰め込んだ、どれから

　　ズ（70ｇ×２個）をお送りします。  食べれば良いのか迷ってしまうギフトです。

協力　(有)鈴の鳴る道 協力　手作り工房ミルト

　　　　0146-47-3178 　　　　0146-47-2885

レコードクーヘン 新冠トンネルワイン　Ａ 新冠トンネルワイン　Ｂ

ばふんまんじゅう

ピーマン羊羹 「カーサヴィニコラ　ランゲ

各１個 　ネッビオーロ・ニコレッロ

　2002」赤ワイン　　1本

　　新冠町の特徴的なお菓子を詰め合わせまし

　　た。特産のピーマンを使ったピーマンようかん

　　は当町独自の一作です。

　　　　0146-45-7070 　　　　0146-45-7070 　　　　0146-45-7070

1.6kg×2玉

協力　道の駅サラブレッドロード新冠 協力　道の駅サラブレッドロード新冠 協力　道の駅サラブレッドロード新冠

「シャトー・カディオ2014」
　赤ワイン　１本

　　日高山脈の地下深く、発電所トンネルで 　　日高山脈の地下深く、発電所トンネルで

　　ゆっくり寝かせた味わい深いワインです。 　　ゆっくり寝かせた味わい深いワインです。

　　　内容量100g前後、消費期限60日

協力　(有)鈴の鳴る道　　0146-47-3178　　　

6

1
ホロシリ牛乳とホロシリ牛乳チーズ

詰め合わせセット
10,000円

2
ホロシリ牛乳　チーズ

10,000円
3

手作り工房ミルト
ミルト　喜びギフト

 10,000円

46
にいかっぷピーマン（5kg）

 8,000円
49

新冠温泉レ・コードの湯
入浴券（6枚）8,000円

45
にいかっぷメロン（2玉）

 9,000円

　　日高山脈を背景に小高い丘にある温泉で、

　広大な太平洋に沈む夕日の眺めは、絶景で

　す。

　　四季折々の美しい自然をご堪能ください。

協力　新冠温泉レ･コードの湯　0146-47-2100　

　「にいかっぷメロン」は、昼夜の大きな気温

　差を活かした気候と、豊かな土壌と水で丹

　念に育て上げた逸品です。香りが出はじめ

　た頃が食べごろです。２時間ほど冷蔵庫に

　て冷やしてお召し上がりください。

協力　新冠町農業協同組合　　0146-47-3113　　　

4
新冠道の駅　お菓子セット

10,000円
5

新冠トンネルワイン　Ａ
10,000円

　新冠町産の風
味豊かな美味し
いホロシリ牛乳
で作ったチーズ
を、各２個ずつ
のセットでお送
りします。

　・モッツァレラチーズ(大地の初雪)

　　　内容量約100g、消費期限11日間

　・ストリングチーズ(ミルクのささやき)

　　　内容量約70g、消費期限15日間

　・ゴーダチーズ(幌尻ゴーダ)

新冠トンネルワイン　Ｂ
10,000円

８千円以上～１万円未満コース

１万円以上～１万５千円未満コース



新冠産の

野菜セット

ながいも４㎏

ごぼう１㎏

にんじん１㎏

　お送りします。

協力　株式会社　優駿

　　　　0146-47-3966

・ 家族風呂1時間

利用券

・ 大人入浴券2名分

（利用の際は、予約・

入浴券が必要です）

協力　 新冠温泉レ･コードの湯

　　　　　　0146-45-7070 　0146-47-2100

 ・２切入（約２０

０ｇ）を各２個、 お米　判官伝説

計６パックセット 「ななつぼし」

１０㎏

新冠産のお米（判官伝説）から、 日高産活ホッキ

「ななつぼし」１０㎏ 鮮度保持のため、殻付でお届けいたし

をお送りします。 ます。

　提供　JAにいかっぷ

　　　　0146-47-3111

協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所

0146-47-2611

12
お米（１０㎏）判官伝説

「ななつぼし」
12,000円

20
ホッキ貝
12,000円

48
新冠温泉レ・コードの湯

家族風呂利用券 10,000円
11

グリーンアスパラ
12,000円

　0146-47-3477

グリーン
　　アスパラ
　　　　　　２㎏

　協力　道の駅サラブレッドロード新冠

【内容】
坊ちゃんカボ

チャグラタン３個
　（冷凍）

21
日高産

時鮭切身　パックセット
12,000円

内容量
２０個　

【発送期間】　12月～5月

協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所

【発送時期】　10月～1月

0146-47-2611

　日高沖の定置網で５月～６月に水揚げされた
時鮭（ときしらず）を切身、西京漬け、さざなみ漬
け３種類の冷凍パックセットでお届けします。

　協力　藤田農園

協力　藤田農園

　　0146-47-3477

坊ちゃんカボチャグラタンは、ホワイト

　　　ソースに新冠産小玉南瓜の実を合わせ、

　　　まるごと贅沢に焼き上げました。

43
坊ちゃんカボチャグラタン

10,000円

　　日高山脈を背景に小高い丘にある温泉で、 【発送期間】　5月～8月

　広大な太平洋に沈む夕日の眺めは、絶景で 新冠町はグリーンアスパラづくりに適した気

　す。 　候であり、生のままでもおいしくみずみずし

　広々とした家族風呂をごゆっくりご堪能ください。 　　　いのが特徴です。

協力　スイーツピカブー　0146-47-4266

    mail:sweetspeekaboo@ybb.ne.jp

１本９０ｇ×６本入り

　　食材本来の味をそのままに
　　牛乳独自のコクと、とろける舌触り
　　こだわりぬいた本物の素材で作った
　　究極の「にいかっぷミルキー」を
　　６本入りでお届けいたします。

【発送期間】　12月～２月

　優駿記念館は名馬オグリキャップにまつわる貴重 　新冠の豊かな風土を生かした自慢の野菜を

　な品々を展示しております。オグリキャップの伝説 　セットにしました。風味豊かで食味がよく、

　に再び逢える聖地からオグリキャップのグッズを 　是非、ご賞味いただきたい特産品です。

7
にいかっぷミルキー

搾りたて直行瓶（プリン６本入）
10,000円

9
オグリキャップグッズ
詰め合わせセット

10,000円
10

新冠産野菜　長もの３点セット
（ながいも・ごぼう・にんじん）

10,000円

　クリアホルダー

     　     ステッカー

　        など５点



・２切入（約２０ 　　　　・煮だし昆布　80g

０ｇ）を各３個 ピーマン 　　　　・切り出し昆布　40g

（切身は４個） 1箱　5kg 　　　　・細切り昆布　40g×2

の計１０パック かぼちゃ 　　　　・粉末昆布　50g×2

    セット 1箱　5kg 　　　　・昆布醤油の元　2本

　　【発送期間】　8月下旬～9月

　北海道一のピーマンの生産量を誇る新冠町

のピーマンと、旬なかぼちゃのセットです。

　広大な自然で育てられた旬な野菜をご堪能

【内容】 【内容】 【内容】

450ｇ×2パック たらこ　450ｇ 450ｇ×2パック

※冷凍配達 明太子　450ｇ ※冷凍配達

※冷凍配達

・モモ肉ジャーキー　３袋

【内容】 ・日高ん坊エゾシカン

オス　20尾 （タレ　500ｇ）　

メス　20尾 ・日高エゾシカ特製　

※冷凍配達 味噌漬け　（500ｇ）
・レバージャーキー　３
袋 ・モモ焼き肉　　　　 　

（生肉　500ｇ）　　

　　エゾシカン（500g）は特製秘伝のタレに漬け

　　込んだジンギスカン風モモ肉でとても柔らか

　　く大好評です。

【発送期間】11月下旬～12月下旬 　　「熟成日高エゾシカ肉」は北海道洞爺湖サミ

日高産の新鮮なシシャモをたっぷり 　　ットで採用された、癖が全くなく低カロリー高

40尾をお届けします。 　　タンパクな美容と健康に最高な食材です。こ

　　の機会に是非ご賞味ください。

　【協力】　北海道食美樂 協力　北海道食美樂

0146-47-1822 　　　　0146-47-1822

　　コラーゲンの塊でガムの様に噛み続ける事で歯磨効果があります。

太ももを繊維に沿ってス
ライス。一昼夜乾燥させ
たもの。鹿肉の最もポ
ピュラーな部位で癖がな
くヘルシーな赤肉

一頭に１つしかない希少
部位をスライスし、一昼
夜乾燥させたもの。内臓
の中で臓と並び人気の
部位。血液の臭いが特
徴

　　・乾燥アキレス腱　２袋

　　一頭から４本しかとれない希少部位。天日干しで４～５日乾燥。

 北海道産たらこをたっぷり2パックお届けしま
す。
 ごはんと一緒にお楽しみください。

　北海道産の明太子を丁寧に仕上げました。
　程良い塩加減が絶品です。

協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所 協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所 協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所

0146-47-2611 0146-47-2611 0146-47-2611

　北海道産たらこと明太子をセットにしました。
　程良い口当たりをぜひお楽しみください。

北海道産たらこ
15,000円

54
北海道産たらこ・明太子セット

15,000円
55

北海道産明太子
15,000円

22
日高産

銀聖切身　パックセット
12,000円

47
ピーマンかぼちゃセット

13,000円
23

53

52
北海道産干しししゃも

17,000円
14

鹿肉　ペットフード
15,000円

13
熟成日高エゾシカ肉セット

15,000円

日高昆布バラエティセット
14,000円

　日高産昆布を様々な用途にお使いいただける
セットにしました。

協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所 下さい。 協力　新冠ほくと園節婦ほろしりの里

0146-47-2611 協力　新冠町農業協同組合　0146-47-3113 0146-47-2009

　日高沖の定置網で水揚げされたブランド秋鮭
「銀聖」を切身、西京漬け、さざなみ漬け３種類
の冷凍パックセットでお届けします。

協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所

0146-47-2611

１万5千円以上～２万円未満コース



　　　　キャラクターケーキの 　　　　　写真ケーキ（１個）

　　　　基本形です。 　　　※写真の大きさ、季節

　　　　（１個） 　　　　により周りの果物、

　　　　装飾は変わります。

　　　　※ 画像はイメージです

　　ご希望の写真を食べられるケーキにで

　　きる写真ケーキです。記念日などに思

　　い出の写真をケーキとしてはいかがで

　　しょうか。

　　※ご注文時に写真か画像データをお預

　　　　かりして作成いたします。

　　５００ｇ

【発送期間】　11月末～

ひだか漁業協同組合提供の北海道 ひだか漁業協同組合提供の北海道

日高産いくら醤油漬をお送りします。 日高産熟成塩蔵さけを切り身でお送

りします。

　　0146-47-2611

　・たこ

　　　足 1,500ｇ

　・つぶ

　　　400ｇ

　・干しかれい

　　　450ｇ

協力　印南商店

　印南商店が提供する日高産の「ゆでたこ」「ゆ
でつぶ」「干しかれい」をセットにしてお送りしま
す。

　   　0146-47-2611

スイーツピカブー
キャラクターケーキ

（基本形）　15,000円

　　※画像はイメージ画像です。

　　キャラクターケーキはご希望のキャラクター

　　を作成するオリジナルケーキです。

　　心に残る贈り物としていかがでしょうか。

　　※ご注文時にご希望をお聞きして作成いた

16
スイーツピカブー

　写真ケーキ　15,000円

協力　スイーツピカブー　0146-47-4266
    mail:sweetspeekaboo@ybb.ne.jp

協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所 協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所協力　スイーツピカブー　0146-47-4266

１本９０ｇ×１２本入り

　　食材本来の味をそのままに
　　牛乳独自のコクと、とろける舌触り
　　こだわりぬいた本物の素材で作った
　　究極の「にいかっぷミルキー」を
　　１２本入りでお届けいたします。

約２．５kg

【発送期間】　12月～2月

17
にいかっぷミルキー

搾りたて直行瓶（プリン１２本入）

15,000円
18

北海道産　いくら醤油漬
20,000円

19
日高産　熟成塩蔵さけ

15,000円

協力　スイーツピカブー　0146-47-4266
    mail:sweetspeekaboo@ybb.ne.jp

　　　　します。

15

38
秋鮭セット【秋の季節限定品】

15,000円
39

秋鮭親子セット【秋の季節限定品】
15,000円

日高沖の定置網で漁獲された秋鮭を、家庭で食べやすいように切身にした
物です。イクラとセットでお送りします。
【内容】○秋鮭半身　［1パック3切身入り］を4パック（味付けはされていませ
ん）
 ○イクラ　醤油味　150ｇ
※写真はイメージです。
※秋の季節限定品　10月初頭から受付順の配送となります　（漁模様で受
付終了することがあります。）

日高沖の定置網で漁獲された秋鮭を、家庭で食べやすいように切身に
した物です。
【内容】○秋鮭半身　［1パック3切身入り］を4パック（味付けはされてい
ません）　○甘塩鮭半身　［1パック3切身入り］を4パック
※写真はイメージです。
※秋の季節限定品　10月初頭から受付順の配送となります　（漁模様
で受付終了することがあります。）

協力　　リーズン　（0146-47-4243）協力　　リーズン　（0146-47-4243）0146-47-3140

24
海の幸詰め合わせセット

（たこ・つぶ・干しかれい）

15,000円

    mail:sweetspeekaboo@ybb.ne.jp

内容によりサ

イズアップした

り飾り品が増

加する場合は、

寄附額２万円

の区分で対応

いたします。

詳細は協力

ケーキ店まで

ご照会ください。



新冠トンネルワイン　Ｃ 新冠トンネルワイン　D

　　棒昆布

　　　　300g 「ルフェイト　サンモンルー 「シャトーコント・ド セネジャック

　　根昆布 ジュ2004」（赤ワイン）　１本 2011」（赤ワイン）　1本

　　　　1ｋg

（水揚げ時重量）

　「たこ」　　　　

頭　500ｇ

足　800ｇ

　「つぶ」　　　　

800ｇ

　(有)カネマル五代水産が提供する、日高産の

　「ゆでたこ」・「ゆでつぶ」をセットにしてお送

　りします。

製造　(有)カネマル五代水産 　離島への配送はお受けしておりません。

　　　　　0146-47-2510 　　※　写真はイメージです。

販売　道の駅サラブレッドロード新冠

　　　　　0146-45-7070

　　新冠温泉レ･コードの湯

　　の１名１泊素泊まりの宿

　　　増加する品に対応いた 　　泊券をお送りします。

　　　します。

　　　（１個）

※画像はイメージ画像です。

　　協力　新冠温泉レ･コードの湯ホテルヒルズ　　　0146-47-2100

※　茹で上げると重量は減少します。

ジンギスカン鍋　１枚（使い捨て）

ラム肉　１．５㎏

　日高沖で獲れた新鮮な毛ガニを浜ゆでしました。

鍋つき
ジンギスカン　セット

19,000円

57
58

日高産浜ゆで毛ガニ(冷蔵配送）
20,000円・30,000円

　　日高山脈の地下深く、発電所トンネルで

　　ゆっくり寝かせた味わい深いワインです。

　　　　0146-45-7070

　　日高山脈の地下深く、発電所トンネルで

26
日高産　昆布セット

17,000円
27

新冠トンネルワイン Ｃ
17,000円

59
新冠トンネルワイン Ｄ

17,000円

　　キャラクターケーキはご希望のキャラクター

　　※ご注文時にご希望をお聞きして作成いた

　　　　します。

協力　スイーツピカブー　0146-47-4266

    mail:sweetspeekaboo@ybb.ne.jp

　　を作成するオリジナルケーキです。

　　心に残る贈り物としていかがでしょうか。

　当町自慢の温泉宿泊施設「新冠温泉レ･コードの湯」の雄大

な露天風呂、眺望の良いお部屋でおもてなしいたします。

300～400ｇ　2杯

協力　道の駅サラブレッドロード新冠

28
日高産　海産物セット

（たこ・つぶ）
18,000円

0146-47-2611

協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所

　　ゆっくり寝かせた味わい深いワインです。

協力　道の駅サラブレッドロード新冠

　　　　0146-45-7070

29

　　　キャラクターケーキの

　　　拡張版です。

　　　サイズアップや飾り品が

ひだか漁業協同組合提供の北海道

日高昆布セットをお送りします。

25 31
スイーツピカブー

キャラクターケーキ（拡張版）
20,000円

20,000円

450ｇ前後　3杯

30,000円

ジンギスカンのタレ　１本

協力　㈱橋本商店

0146-47-2010

　消費期限　発送日から4日

協力　ひだか漁業協同組合　新冠支所

0146-47-2611

新冠温泉レ･コードの湯
「素泊まり」宿泊券

20,000円

基本形は寄附額１

万５千円で承ってお

りますが、内容によ

りサイズアップしたり

飾り品が増加する

場合は、寄附額２万

円の区分で対応い

たします。

詳細は協力ケーキ

店までご照会くださ

い。

２万円以上コース



日高沖で漁獲 新冠トンネルワイン　Ｅ

された秋鮭を

セットでお送り 「ドメーヌアンリフランソワーズ

します。 グロ ブルゴーニュピノノワール

受付締切り6月中旬　　・発送時期　5月下旬 2010」（赤ワイン）　1本

　　H240×W210　　1個

協力　　　にいかっぷホロシリ乗馬クラブ

0146-47-3351

40
秋鮭づくし【秋の季節限定品】

20,000円
42

サクラマス（本鱒）1尾（2㎏前後）

20,000円 60
新冠トンネルワイン Ｅ

24,000円

協力　　リーズン　（0146-47-4243）

　「にいかっぷほろしり乗馬クラ
ブ」の乗馬体験セット１名様分を
お送りします。
　北海道でも最高のロケーション
を誇る、トレッキングコースは森
林から海を見渡せる景観が自慢
です。この機会に是非ご体験くだ
さい。

　内容　　体験トレッキングコース
　　　　　　　（初心者向け）５０分

　　ゆっくり寝かせた味わい深いワインです。

　　日高山脈の地下深く、発電所トンネルで

協力　道の駅サラブレッドロード新冠

34
飾り駒 新冠左駒【馬図柄入り】

40,000円

協力　　リーズン　（0146-47-4243） 　　　　0146-45-7070

【内容】 ○甘塩鮭半身　［1パック3切身入り］を4パック
○秋鮭半身　［1パック3切身入り］を4パック（味付けは
されていません）
　○イクラ　醤油味　150ｇ　○鮭とば　　50ｇ
※写真はイメージです。
※秋の季節限定品　10月初頭から受付順の配送とな
ります　（漁模様で受付終了することがあります。）

協力　　リーズン　（0146-47-4243）

サクラマスは本鱒とも呼ばれ、桜の花の咲く頃
(北海道は5月）に帰ってくる鮭の仲間です。
　内臓を取り出し急速冷凍します。
　「なま」なので、味付けはされていません。焼
魚がおすすめです。

32
ホロシリ乗馬クラブ

乗馬体験セット
25,000円

41
時鮭　ときしらず（船上活〆半身）

25,000円 37
飾り駒 新冠左駒（ひだりごま）

29,000円

北海道で厳選された木材を生かし、一品一品、心
を込めて手彫りした作品です。　馬の一文字が左
を向いた「左馬」は昔から福を招くめでたいものと
されています。
詳しくは「新冠左駒」「新冠町・鈴木商店」を検索下
さい。
　　協力　有限会社　鈴木商店　　0146-47-2272

・半身、切り身
　２パック
　（生鮭1㎏以上）
・受付締切り
　6月中旬
・発送時期
　5月下旬

　　活メにした鮮度抜群の「ときしらず」を切り身にして
真空パック、急速冷凍したものをお届けします。
　「なま」なので、味付けはされていません。焼魚がお
すすめです。

33
新冠温泉レ･コードの湯

　「１泊朝食付き」宿泊セット　30,000
円

35
新冠温泉レ･コードの湯
「１泊２食付き」宿泊セット

40,000円

　「新冠温泉レ･コードの湯」　１名１泊朝食付き宿泊券

当町自慢の温泉宿泊施設「新冠温泉レ･コードの湯」の
雄大な露天風呂、眺望の良いお部屋、美味しいお料理
でおもてなしいたします。
　この機会に是非、新冠町へお越しください。

協力　　　新冠温泉レ･コードの湯ホテルヒルズ
　0146-47-2100

「新冠温泉レ･コードの湯」　１名１泊2食付き宿泊券

当町自慢の温泉宿泊施設「新冠温泉レ･コードの湯」
の雄大な露天風呂、眺望の良いお部屋、美味しいお
料理でおもてなしいたします。
　この機会に是非、新冠町へお越しください。

協力　　　新冠温泉レ･コードの湯ホテルヒルズ
　　　　　　　　　　　　　0146-47-2100

   北海道で厳選された木材を生かし、一品一品、
心を込めて手彫りした作品です。　馬の一文字が
左を向いた「左馬」は昔から福を招くめでたいもの
とされています。
詳しくは「新冠左駒」「新冠町・鈴木商店」を検索下
さい。
　　協力　有限会社　鈴木商店　　0146-47-2272

　H260×W230



　　　　　　　「新冠温泉レ･コードの湯」

例 H260×W230 　　　　　　　　の１名１泊２食付きの宿

　　　　　　　泊券とホロシリ乗馬クラブ

　　　　　　　  の乗馬体験をセットにしました。

北海道で厳選された木材を生かし、心を込めて手造りした作品です。

詳しくは「新冠左駒」「新冠町・鈴木商店」を検索下さい。

協力 　新冠温泉レ･コードの湯ホテルヒルズ　　　0146-47-2100

協力　有限会社　鈴木商店　　0146-47-2272 　にいかっぷホロシリ乗馬クラブ

（赤ワイン）　1本

　　　　0146-45-7070

など約２００数点が展示されています。幻の大作といわれる高さ９メートル、幅２７メートルの

世界最大の油彩画は大迫力のスケールです。

協力

協力 　新冠温泉レ･コードの湯ホテルヒルズ　　　0146-47-2100 0146-45-3312　　　　　　　　　　　　　0146-47-2141

新冠温泉レ･コードの湯
スイートルーム「１泊2食付き」宿泊セット

　60,000円

新冠トンネルワインＦ

「シャトー・ランシュ・バージュ2013年」

36
太陽の森　ディマシオ美術館

入館招待券　　60,000円

「太陽の森ディマシオ美術館」

の入場券１名様分、及び新冠

市街地から美術館までの往復

太陽の森　ディマシオ美術館　　　　新冠ハイヤー

（市街地から片道約５０分）

無料ハイヤーで送迎します。

　フランス幻想絵画の鬼才「ジェラール・ディマシオ」の油彩画、パステル画、デッサン

協力　道の駅サラブレッドロード新冠 日高山脈の奥深いダム湖トンネル内の気温９度、湿度80％で、
熟成されています。

日高山脈の地下深く、発電所トンネルで

ゆっくり寝かせた味わい深いワインです。

特注品につき、2週間
～1カ月のお時間を
要しますので、予め
ご了承ください。

　当町自慢の温泉宿泊施設「新冠温泉レ･コードの湯」の雄大な露天風
呂、眺望の良いお部屋、美味しいお料理と最高のロケーションを誇るに
いかっぷホロシリ乗馬クラブの乗馬体験をこの機会に是非、新冠町へ
お越しください。

　　当町自慢の温泉宿泊施設「新冠温泉レ･コードの湯」の雄大な露天
風呂、眺望の良いお部屋、美味しいお料理でおもてなしいたします。
　　この機会に是非、新冠町へお越しください。

お子さんやお孫さんの誕生記念等に世界で１つの名入れ駒をこの

機会にお贈りしませんか。

50

泊券をお送りします。

新冠温泉レ・コードの

湯のスイートルーム

１名１泊２食付き宿

56
名入れ駒【特注品】

45,000円

61
新冠トンネルワイン Ｆ

50,000円

51
新冠温泉レ･コードの湯

「１泊2食付き」（乗馬体験付）宿泊セット
　55,000円


