
レ・コード（RE・CORD)

～ＲＥ～
リターン（RETURN)
リメンバー（REMEMBER)
リフレッシュ（REFRESH)

～CORD～
ラテン語で「心」

レ・コードには、心の再
生、やさしさ、ゆとり、や
すらぎの意味が込めら
れています。

新冠町は、「レ・コード
と音楽によるまちづく
り」を柱としており、町
のシンボルである
レ・コード館には、全
国から寄贈された100
万枚を超えるレコード
が収蔵されています。

サラブレッド銀座駐車公園ハイセイコーとレ・コード館サラブレッド大壁画

【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。
※旬の時期がある特典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。
※新冠町の魅力を町外にＰＲする観点から、特典の送付は町外からのご寄附者様のみを対象とさせていただきま
   す。

　ふるさと納税とは？
　　生まれ育った「ふるさと」や応援したい市町村に対して、ふるさと納税（寄附）をすると、寄附額のうち2,000円を超
える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される仕組みです。
　　新冠町では町外の方より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ており、
金額に応じて、選んでいただくことができます。
　  特典品の組み合わせ、年度内の複数回の申込みが可能です。

北海道新冠町 （にいかっぷ）

ふるさと納税特典カタログ



●寄附の活用方法について
　   皆さまからいただいた寄附については、以下の事業に活用させていただきます。

　　    ◆アナログレコード文化の保存活用に関する事業

　    　◆世界で活躍する競走馬づくり支援に関する事業

　    　◆まちづくりのために町長が必要とする事業

新冠町ふるさと納税返礼品（一部抜粋）

～ふるさと納税の手続きについて～

〒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

【ふるさと寄附金に関してのお問い合わせはこちら】

新冠町ホームページから

ふるさとチョイス申込フォームへ

寄附申込書の提出

（郵送・メール・ＦＡＸ）

ワンストップ特例制度を利用する場合

クレジット決済、コンビニ

払、携帯払 など

振込手続き（郵便振替納付書を郵送致します）

郵便局にて納入ください。手数料はかかりません。

ワンストップ特例制度を利用しない場合

新冠町から寄附金受領証明書、

ワンストップ特例申請書送付 新冠町から寄附金受領証明書送付

寄附金受領証明書を添付し、確定申告

新冠町へワンストップ特例申請書を提出

新冠町が寄附者住所地の自治体へ通知

（所得税控除額を含め）住民税の控除

寄附申込書の取り寄せ

（電話・メール・ホームページ）

所得税の還付、住民税の控除



01604

北海道新冠町

45【北海道新冠産】にいかっぷメロ
ン2玉9,000円（数量限定）

9,000円

【発送期間：7月中旬～7月下旬】「
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。協力　新冠町農業協同組合　01
46-47-3113【容量】メロン2玉（1.6
kg×2玉）

76【北海道新冠産】にいかっぷメロ
ン5玉22,000円（数量限定）

22,000円

【発送期間：7月中旬～7月下旬】「
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。協力　新冠町農業協同組合　01
46-47-3113【容量】メロン5玉（1.6
kg×5玉）

01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

10,000円

新冠町産の風味豊かなおいしい牛乳
とチーズのセットです。協力　(有)
鈴の鳴る道0146-47-3178【容量】牛
乳1瓶ミルクコーヒー1瓶モッツァレ
ラチーズ(100g×2個)ストリングチ
ーズ(70g×2個)

02ホロシリ牛乳チーズセット10,000
円

10,000円

北海道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のセ
ットでお送りします。協力　（有）
鈴の鳴る道0146-47-3178【容量】モ
ッツァレラチーズ100ｇ×2個ストリ
ングチーズ70ｇ×2個ゴーダチーズ1
00ｇ×2個

46【北海道新冠産】にいかっぷピー
マン（5kg)8,000円

8,000円

【発送期間：6月～9月】　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。協
力　新冠町農業協同組合
0146-47-3113【容量】1箱　5キロ

66【北海道新冠産】旬な野菜おまか
せ詰め合わせセット（5種類以上）8
,000円

8,000円

新冠町の農家より届けられた新鮮で
旬な野菜を、詰め合わせでお届け致
します。お届けする野菜はこちらで
選ばせていただきます。ご到着をお
楽しみにお待ちいただけるセットで
す。【協力】ナンモダ百貨新冠本店
050-1157-9776【容量】旬な野菜5種
類以上

49新冠温泉レ・コードの湯入浴券（
６枚）8,000円

8,000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【
容量】大人入浴券　６枚

48新冠温泉レ・コードの湯家族風呂
利用券　10,000円

10,000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。　ご利用の際は
、ご予約・人数分の入浴券が必要と
なります。協力　新冠温泉レ・コー
ドの湯0146-47-2100【容量】家族風
呂1時間利用券大人入浴券2枚

62北海道産喜一郎ミート特製味付肉
6種類セット10,000円

10,000円

町内で加工された北海道産の豚肉（
ゆめの大地）と北海道産鶏を当店で
味付けしました。喜一郎ミート特製
のバラエティ豊かなセット６種類（
各200g）をお届け致します。【協力
】喜一郎ミート0146-49-0129【容量
】・豚ロース（みそ）他

63北海道産喜一郎ミート特製味付肉
10種類セット15,000円

15,000円

町内で加工された北海道産の豚肉（
ゆめの大地）と北海道産鶏を当店で
味付けしました。喜一郎ミート特製
のバラエティ豊かなセット１０種類
（各200g）をお届け致します。【協
力】喜一郎ミート0146-49-0129【容
量】・豚ロース（みそ）　　200g他

04新冠道の駅
お菓子セット10,000円

10,000円

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。協力　道の駅サラブレッドロ
ード新冠 0146-45-7070【容量】レ
コードクーヘンばふんまんじゅうピ
ーマンようかん各1個

05新冠トンネルワインＡ（赤ワイン
）10,000円

10,000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。協力　道の駅サラブレッ
ドロード新冠0146-45-7070【容量】
新冠トンネルワインＡ「カーサヴィ
ニコラ　ランゲ　ネッビオーロ・ニ
コレッロ２００２年」（赤ワイン）
１本

今年度受付終了 今年度受付終了

今年度受付終了 今年度受付終了
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06新冠トンネルワインB（赤ワイン
）10,000円

10,000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。協力　道の駅サラブレッ
ドロード新冠0146-45-7070【容量】
新冠トンネルワインＢ「シャトー・
カディオ２０１４年」（赤ワイン）
１本

09優駿記念館　オグリキャップグッ
ズ5点セット10,000円

10,000円

優駿記念館は、名馬オグリキャップ
にまつわる貴重な品々を展示してお
ります。オグリキャップの伝説に再
び逢える聖地からオグリキャップの
グッズをお送りします。協力　㈱優
駿0146-47-3966【容量】クリアホル

※ダー、ステッカーなど5点内容は
商品入れ替えのため多少変更する場
合がありますのでご了承ください。

07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

10,000円

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。協力　スイー
ツピカブー0146-43-0355【容量】６
本入り(1本90g)

08オグリキャップぬいぐるみ10,000
円

10,000円

奇跡と呼ばれた1990年の有馬記念で
現役を引退したオグリキャップの可
愛いぬいぐるみです。協力　㈱優駿
0146-47-3966【容量】オグリキャッ
プぬいぐるみ(Sサイズ）　１体

64オグリキャップマグカップ&トー
トバッグセット10,000円

10,000円

優駿記念館は、オグリキャップグッ
ズにまつわる貴重な品々を展示して
おります。オグリキャップの伝説に
再び逢える聖地からオグリキャップ
グッズをお送りします。【協力】株
式会社　優駿　　　　0146-47-3966
【容量】オグリキャップマグカップ
　１個オグリキャップトートバッグ
１個

65オグリキャップキャップセット12
,000円

12,000円

優駿記念館は、オグリキャップグッ
ズにまつわる貴重な品々を展示して
おります。オグリキャップの伝説に
再び逢える聖地からオグリキャップ
グッズをお送りします。【協力】株
式会社　優駿　　　　0146-47-3966
【容量】オグリキャップ　キャップ
２種類各１個

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

10,000円

【発送期間】12月から2月まで新冠
の豊かな風土を生かした自慢の野菜
をセットにしました。いずれの野菜
も風味豊かで食味が良くぜひご賞味
いただきたい特産品です。協力　藤
田農園0146-47-3477【容量】ながい
も約4kgごぼう約1kg人参約1kg

11【北海道新冠産】グリーンアスパ
ラ（２ｋｇ）12,000円

12,000円

【発送期間】5月から8月新冠町はグ
リーンアスパラづくりに適した気候
であり、生のままでもおいしくみず
みずしいのが特徴です。協力　藤田
農園0146-47-3477【容量】グリーン
アスパラ2kg

20【北海道日高産】活ホッキ貝（２
０個）12,000円

12,000円

【発送期間】12月から5月鮮度保持
のため殻つきでお届けします。協力
ひだか漁業協同組合　新冠支所0146
-47-2611【容量】日高産活ホッキ20
個

21日高産
時鮭切身パックセット12,000円

12,000円

【発送は6月下旬から】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」の3種類の
冷凍パックでお届けします。協力
ひだか漁業協同組合　新冠支所0146
-47-2611【容量】2切入（約200g）
を各2個計6パックセット

22日高産　銀聖切身パックセット（
3種10パック）12,000円

12,000円

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【容量】2切入（約200
g）を「西京、さざなみ」は各3個、
「切身」は4個　計10パックセット

12【北海道新冠産米】判官伝説「な
なつぼし」(10kg)12,000円

12,000円

【発送時期】１０月から　新冠産の
お米「判官伝説」（ななつぼし）を
１０キロお送りいたします。協力新
冠町農業協同組合0146-47-3111【容
量】お米　判官伝説
「ななつぼし」10kg

今年度受付終了

今年度受付終了準備中

13,000円

14,000円
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23日高昆布バラエティセット14,000
円

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　
新冠ほくと園節婦ほろしりの里0146
-47-2009【容量】煮だし昆布80g、
切り出し昆布40g、細切り昆布40g×
2、粉末昆布50g×2、昆布醤油の元
×2本

53北海道産たらこ（450g×２）
15,000円

15,000円

北海道産たらこ450gを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。協力
ひだか漁業協同組合　新冠支所0146
-47-2611【容量】たらこ450g×2パ
ック

54北海道産たらこ・明太子セット（
各450g）15,000円

15,000円

北海道産たらこと明太子をセットに
しました。たらこと明太子の味わい
をご堪能ください。協力
ひだか漁業協同組合　新冠支所0146
-47-2611【容量】たらこ450g明太子
450g

55北海道産明太子（450g×２）15,0
00円

15,000円

北海道産の明太子を丁寧に仕上げま
した。程よい塩加減が絶品です。協
力　ひだか漁業協同組合新冠支所01
46-47-2611【容量】明太子450g×2
パック

19日高産
熟成塩蔵さけ(約2.5kg)15,000円

15,000円

ひだか漁業協同組合提供の北海道日
高産熟成塩蔵さけ(約2.5kg)を切り
身でお送りします。【発送期間】１
２月から２月頃まで協力
ひだか漁業協同組合　新冠支所0146
-47-2611【容量】約2.5kg

13熟成日高エゾシカ肉セット15,000
円

15,000円

日高ん坊エゾシカン(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。協力　北海道食美樂0146-47-
1822【容量】日高ん坊エゾシカン（

※もも肉　500g） タレ込み日高エゾ
シカ特製味噌漬け（500g）熟成日高
エゾシカ肉（もも生肉　500g）

14シカ肉　ペットフード15,000円

15,000円

高たんぱく、低脂肪、鉄分が豊富な
天然のエゾシカ肉を使用したペット
フードです。少量で十分なタンパク
質を補えますので食欲の落ちたシニ
ア犬やアレルギー体質の犬にはお勧
めの商品です。協力　北海道食美樂
0146-47-1822【容量】モモ肉ジャー
キー40グラム×3袋レバージャーキ
ー35グラム×3袋乾燥アキレス腱40
グラム×2袋

15スイーツピカブー　キャラクター
ケーキ【基本形】15,000円

15,000円

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
かでしょうか。協力　スイーツピカ
ブー0146-43-0355【容量】キャラク
ターケーキご注文時にご希望をお聞
きして作成いたします。

16スイーツピカブー
写真ケーキ15,000円

15,000円

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お祝
いしてはいかかでしょうか。協力　
スイーツピカブー0146-43-0355【容
量】写真ケーキ

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

15,000円

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。協力　スイ
ーツピカブー0146-43-0355【容量】
１２本入り(1本90g)

24海の幸詰め合わせセット（たこ・
つぶ・干しカレイ）15,000円

15,000円

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。協力
　印南商店0146-47-3140【容量】た
こ足1500g、つぶ400g、干しかれい4
50g

38秋鮭セット15,000円

15,000円

【発送期間】１０月上旬から日高沖
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。協力　リーズン0146-47-4243【
容量】〇秋鮭半身　
［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）〇甘塩
鮭半身
［1パック3切身入り］を４パック

14,000円



01604

北海道新冠町

39秋鮭親子セット15,000円

15,000円

【発送期間】１０月上旬から日高沖
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
。協力　リーズン0146-47-4243【容
量】〇秋鮭半身　
［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）〇イク
ラ　醤油味　１５０ｇ

26日高産　昆布セット17,000円

17,000円

ひだか漁業協同組合提供の北海道日
高昆布のセットをお送りします。協
力　ひだか漁業協同組合　新冠支所
0146-47-2611【容量】棒昆布300g根
昆布1kg

52　北海道日高産干しししゃも（40
尾）17,000円

17,000円

【発送期間】11月下旬から12月下旬
北海道日高産の干しししゃもをたっ
ぷり40尾お届けします。協力
ひだか漁業協同組合
新冠支所0146-47-2611【容量】オス
20尾メス　20尾

27新冠トンネルワインC（赤ワイン
）17,000円

17,000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。協力　道の駅サラブレッ
ドロード新冠0146-45-7070【容量】
新冠トンネルワインＣ「ルフェイト
　サンモンルージュ２００４年」（
赤ワイン）　１本

18北海道産
いくら醤油漬（500g）20,000円

20,000円

いくら醤油漬　500gひだか漁業協同
組合提供の北海道日高産いくら醤油
漬(500g)をお送りします。 協力
ひだか漁業協同組合　新冠支所0146
-47-2611【容量】醤油いくら　500g

25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

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
かでしょうか。協力　スイーツピカ
ブー0146-43-0355【容量】キャラク
ターケーキご注文時にご希望をお聞
きして作成いたします。

31新冠温泉レ・コードの湯
「素泊まり」宿泊券20,000円

20,000円

新冠町自慢の温泉宿泊施設「新冠温
泉レ・コードの湯」の1名1泊「素泊
まり」の宿泊券をお送りします。協
力　新冠温泉レ・コードの湯ホテル
ヒルズURL：http://hotelhills.jp/
0146-47-2100【容量】1名1泊「素泊
まり」の宿泊券

42サクラマス（本鱒）1尾（2㎏前後
）20,000円

20,000円

サクラマスは本鱒とも呼ばれ、北海
道に桜の花が咲くころに帰ってくる
鮭の仲間です。脂がのっているのに
、あっさりしたその味は絶品です。
サクラマスを丸ごと１尾お届けしま
す。「なま」なので味付けはされて
おりません。焼き魚がおすすめです
。協力　リーズン0146-47-4243【容
量】サクラマス（本鱒）１尾

※２㎏前後切り身ではありません

40秋鮭づくし20,000円

20,000円

【発送期間】１０月上旬から日高沖
の定置網で漁獲された秋鮭を、色々
な商品にしてセットでお送りします
。協力　リーズン
0146-47-4243【容量】〇甘塩鮭半身
［1パック3切身入り］を４パック
〇秋鮭半身　
［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）〇イク
ラ　醤油味　１５０ｇ〇鮭とば　
５０ｇ

57【数量限定】日高産浜ゆで毛ガニ
2杯20,000円

20,000円

日高沖で獲れた新鮮な毛ガニを浜ゆ
でしました。冷蔵便でお届けいたし
ます。毛ガニ本来の味をこの機会に

※ぜひご賞味ください。　離島への
配送や配送日の指定はお受けしてお
りません。【容量】水揚げ時300～4

※00ｇ前後　毛ガニ2杯
茹で上げると重量が減少します。　

58【数量限定】日高産浜ゆで毛ガニ
3杯30,000円

30,000円

日高沖で獲れた新鮮な毛ガニを浜ゆ
でしました。冷蔵便でお届けいたし
ます。毛ガニ本来の味をこの機会に

※ぜひご賞味ください。　離島への
配送や配送日の指定はお受けしてお
りません。【容量】水揚げ時450ｇ

※前後　毛ガニ3杯
茹で上げると重量が減少します。　

32ホロシリ乗馬クラブ
乗馬体験セット　25,000円

25,000円

北海道でも最高のロケーションを誇
り、かつて競馬で活躍した名馬での
乗馬をお楽しみいただけます。この
機会にぜひご体験ください。協力　
にいかっぷホロシリ乗馬クラブURL:
http://horoshiri.jp/　　TEL:0146
-47-3351【容量】体験乗馬セット1
名様分(体験トレッキングコース初
心者向け50分)

今年度受付終了準備中

準備中 準備中

15,000円

20,000円
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41時鮭ときしらず（船上活〆半身）
25,000円

25,000円

船上にて活〆した鮮度抜群の「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」のため、味付けはしてお
りません。焼き魚でのご賞味をお勧
めします。協力　リーズン0146-47-
4243【容量】時鮭の半身（切り身）
を２パックに分けてお届けします。
（生鮭１㎏以上）

37飾り駒　新冠左駒(ひだりごま)
29,000円

29,000円

「商売繁盛」「幸運の印」として記
念品や様々な門出の贈り物として親
しまれているサラブレッドの故郷新
冠ならではの作品をお送りします。
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。　協力　鈴木商
店0146-47-2272【容量】大きさH24c
m×W21cm

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

30,000円

新冠町自慢の温泉宿泊施設「新冠温
泉レ・コードの湯」の1名1泊「朝食
付き」の宿泊券をお送りします。協
力　新冠温泉レ・コードの湯ホテル
ヒルズURL：http://hotelhills.jp/
0146-47-2100【容量】1名1泊「朝食
付き」の宿泊券

69新冠トンネルワインG（赤ワイン
）30,000円

30,000円

北海道の美しい日高山脈の地下深く
、発電所トンネル内でゆっくり眠ら
せ、熟成させたワインです。協力　
道の駅サラブレッドロード新冠0146
-45-7070【容量】新冠トンネルワイ
ンＧ　「ケンウッド・ヴィンヤーズ
ジャック・ロンドン
ソノマ・マウンテン　カベルネ・ソ
ーヴィニヨン2014」（赤ワイン）
１本

34飾り駒　新冠左駒
【馬図柄入り】　40,000円

40,000円

「商売繁盛」「幸運の印」として記
念品や様々な門出の贈り物として親
しまれているサラブレッドの故郷新
冠ならではの作品をお送りします。
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。　協力　鈴木商
店0146-47-2272【容量】大きさH26c
m×W23cm

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

40,000円

新冠町自慢の温泉宿泊施設「新冠温
泉レ・コードの湯」の1名「1泊２食
付き」の宿泊券をお送りします。協
力　新冠温泉レ・コードの湯ホテル
ヒルズURL：http://hotelhills.jp/
0146-47-2100【容量】1名「1泊２食
付き」の宿泊券

56名入れ駒【特注品】45,000円

45,000円

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。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。協力　有限会社鈴木商店　
URL:https://www.centaurus.jp【容
量】高さ260mm　幅230mm

70新冠トンネルワインH（赤ワイン
）50,000円

50,000円

北海道の美しい日高山脈の地下深く
、発電所トンネル内でゆっくり眠ら
せ、熟成させたワインです。協力　
道の駅サラブレッドロード新冠0146
-45-7070【容量】新冠トンネルワイ
ンH　「ジュヴレ　シャンベルタン
ヴィニフィエ　サン　スーフル
2015」（赤ワイン）　１本

51新冠温泉レ・コードの湯(乗馬体
験付き)「1泊2食付き」宿泊セット5
5,000円

55,000円

当町自慢の雄大な露天風呂や眺望の
良いお部屋を提供する温泉宿泊施設
「新冠温泉レ・コードの湯」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
セットにしました。協力　新冠温泉
レ・コードの湯ホテルヒルズ　0146
-47-2100にいかっぷホロシリ乗馬ク
ラブ【容量】新冠温泉レ・コードの
湯1名1泊宿泊券（2食付き、乗馬体
験50分付き）

50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

60,000円

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
と眺望の良いお部屋、美味しい料理
でおもてなし致します。協力　新冠
温泉レ・コードの湯ホテルヒルズ　
　　0146-47-2100【容量】スイート
ルーム1名1泊2食付き

36太陽の森ディマシオ美術館
入館招待券(往復ハイヤー付)
60,000円

60,000円

「太陽の森ディマシオ美術館」の入
館券1名様分及び新冠町市街地から
美術館までの往復無料ハイヤーをセ
ットといたします。(美術館滞在可
能時間は1時間以内となります)協力
　太陽の森ディマシオ美術館0146-4
5-3312協力　新冠ハイヤー0146-47-
2141【容量】入館券1名様分往復無
料ハイヤーサービス

73新冠トンネルワインK（赤ワイン
）130,000円

130,000円

北海道の美しい日高山脈の地下深く
、発電所トンネル内でゆっくり眠ら
せ、熟成させたワインです。協力　
道の駅サラブレッドロード新冠0146
-45-7070【容量】新冠トンネルワイ
ンK　「シャトー・ピション・ロン
グヴィル　バロン
2005年」（赤ワイン）　１本

今年度受付終了
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