
標茶町ふるさと寄附に伴う
返礼品リスト

北海道の東部にあ
る広大な自然に囲ま
れた標茶町にお越し
ください！！

☆標茶満喫ツアー☆

○標茶町
●西別岳の登山、町内お食事 など
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北海道産食材にこだ
わり、素材本来の美
味しさを味わえるよ
う調理しております。
北海道しべちゃ星空
の黒牛を使用したハ
ンバーグをご提供い
たします。

標茶町の地元ブランド牛「星空の黒牛」
を使った贅沢なビーフシチューです。お
肉は10日間かけてじっくり煮込んで柔ら

かく、かたまりで贅沢にゴロっと入ってい
ます。 ○ビストロカフェ・サングリア

●ビーフシチューコースAお食事券
星空の黒牛ビーフシチュー ・サラダ
ライスor自家製パン お土産ビーフシチュー1つ

SORAハンバーグ2食セット お食事券A

ビーフシチューコースA お食事券

牧場自家製手作りチーズセット

搾りたての生乳をそのままチーズに加
工しました。牧場ならではのチーズをお
届け致します。

○手づくりハンバーグＳＯＲＡ
●SORAハンバーグセット（150g）ステーキソース
SORAハンバーグセット（150ｇ）トマトソース
ライス・スープ・ドリンク付き ○長坂チーズ工房

●このみ130g前後 わいん100g前後
みのり100g前後 みのりこしょう100g前後きれいな空気とおい

しい水が豊富な草原
と森の中で採取しま
した。クローバの蜜
を主にした蜂蜜で、
コクがあります。

標茶産しろつめ草の蜂蜜 300g ×2本
○しべちゃ物産公社
●標茶産しろつめ草の蜂蜜300g×2本

北海道産小麦を主体とした
自家製配合飼料で、ひよこ
の時から自家育成し、放し飼
いにした親鳥達の産む有精
卵です。

道東標茶町のさわやかな自
然のなかでのびのびと生活
する健康な親鳥の卵は優し
いクリーム色の黄身、コシの
強い白身で、臭みがなく卵か
けごはんだけでなく洋菓子
作りにおすすめです。

ポロニ養鶏場 標茶町産有精卵10個×3パック
○ポロニ養鶏場 ●有精卵10個入×3パック

北海道のむかしなつかしのジンギスカンです。

○うざわ精肉店
●ラム肉味付けジンギスカン500g×3パック

ラム肉味付けジンギスカン500g×3パック

水耕栽培で生産している安心・安全の機能性野
菜「発芽にんにく」は、にんにくのスプラウトです
ので、ミネラルが豊富です。食べた後のにおい
が残りにくいので女性でも気にせず食せるので
「レディーガーリック」と名づけられました。

天ぷら、素揚げ、アヒージョ、炒めもの、鍋物等、
根から葉までまるごと調理してお召し上がりくだ
さい。

○㈱グローバルアップ
●発芽にんにく 10粒入×8袋

レディーガーリック水耕栽培発芽にんにく

夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手間暇を
かけ、１頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブランド牛です。
食べ応えありの牛カルビがぎっしり！もっちり生地は北海道産小麦です！

北海道標茶町 星空の黒牛 特製カルビ牛まん5個

○㈱エフシーエス ●特製牛カルビまん130g×５個

夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手間暇を
かけ、１頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブランド牛です。

くちどけﾌﾚｰｸは凍ったまま熱々のご飯にかけて食べる商品です。口の中で絶妙
に溶け、牛本来のうま味を堪能できます。
お好みでわさび醤油、焼肉のタレなどをかけてお召し上がりください。

北海道標茶町 星空の黒牛 くちどけフレーク180g

○㈱エフシーエス ●星空の黒牛 くちどけフレーク180g

生食用専用施設の設備と徹底した衛生安全マニュアルに努め実現できた商品です。
キリっと冷やした冷酒との相性は最高です！！
ユッケを食べてくいっと飲む至福のひとときをお過ごしいただけます。

北海道標茶町 星空の黒牛 ユッケ（生食牛肉真空）50g3パック

○㈱エフシーエス ●星空の黒牛 ユッケ生食用牛肉（真空）50g×3パック



まきばからの命の恵みをそのま
まに、いままで食べたことのな
い美味しい「幸せの味をおすそ
分け。濃厚で後味サッパリな「こ
れぞ北海道！」を感じるアイスク
リームです。

○ミルキークラウン乳業㈱ ●バニラアイスクリーム90ml×10個

ミルキークラウン バニラアイスクリーム10個

飲むヨーグルトと食べるヨーグ
ルトのセットです。

新鮮な牛乳を使った濃厚な味
わいのヨーグルトです。

○風牧場
●プリティア（飲むヨーグルト）500ml×3
風のヨーグルト（プレーン）450ml×3
風のヨーグルト（加糖）90ml×5風牧場 風のヨーグルトセット

昆布巻きを完成させるまで20年の月日が掛かりました。1本1本丁寧に丹念に巻き上げ時
間をかけて煮込みます。更に1週間寝かせ出来上がりを待ちます。ぜひ、皆様に食べて
いただきたいです。

※昆布巻きは自然解凍してください。解凍中にまだ芯が残っている状態で切っていただ
ければ身崩れせず美味しくいただいただけます。

○レストラン夢 ●さんまの昆布巻き2本入×2袋

しべちゃ夢サンマ2尾入×2袋

★夏の暑さ対策に…チップに水をまく事により気化熱で涼しく♪
★お庭やドックランに…チップにはクッション性がありワンちゃんの足腰の負担を軽減、土
汚れ対策にも♪
★花壇や菜園などに…雑草を生えづらくし、それによりお花たちも生き生き！木の色でお
庭も明るく♪

○㈱不二木材
●北海道産ナチュラルウッドチップ「約80L」 材質 北海道産トドマツウッドチップ 重さ 1袋 約6kg×2個

北海道産ナチュラルウッドチップ「約80L」

一つ一つ手作りで、丁寧に手で磨き仕上げています。
木の材質は、主にセン、おんこの木を使用しております。

○指定就労継続Ｂ型事業所 しべちゃコスモス
●木のおもちゃ （スポーツカー） 大きさは縦約6㎝横約15㎝幅約7㎝。

木のおもちゃ （スポーツカー）

星空の黒牛を100％使用したメンチカツです！
つなぎの使用を最小限に抑えているから肉たっぷり！
まさに、肉の旨みがぎゅっとつまった「星空の黒牛 メンチカツ」
揚げたてをほおばれば、まずは衣がサクサクと小気味よく音を立て、星空の黒牛の
濃厚な旨みいっぱいの肉汁がじゅわり！
すべて手作りの為、大量のご注文は受けられませんので予めご了承ください。
○㈱エフシーエス
●メンチカツ（100ｇ×3個）×2袋

星空の黒牛 メンチカツ（100g×3個）×2袋

星空の黒牛のウデすき焼きとなります。
夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手間暇をかけ、１

頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブランド牛です。
ウデ肉は、しっかりとした食感とお肉の濃厚なうまみが味わえる部位。

ロース程霜降りは入っておらず「お肉の味もしっかり味わいたいけど、柔らかいお肉がた
べたい！」という方におすすめです。

○㈱エフシーエス
●ウデ肉 すき焼き用（350ｇ）

星空の黒牛 ウデ肉 すき焼き用（350ｇ）



星空の黒牛のリブロースすき焼きとなります。
夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手間暇をかけ、

１頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブランド牛です。
リブロースは牛肉の中でもとても柔らかく、霜降りの入りやすい部位です。一口食べ
た時の肉汁、そしてとろけるような柔らかさをお楽しみいただけます。

○㈱エフシーエス ●リブロース すき焼き用（300ｇ）

星空の黒牛 リブロース すき焼き用（300ｇ）

創業60年の美味しさ!!、味付ラムの醤油味、みそ味、ヒナ串など、味付肉
の専門店から人気商品をお届けいたします。

○㈲ノザキ・コーポレーション ●味付けラム（醤油味）430g 味付けジンギスカン（みそ味）400g
ひな串3枚入り スパイシーチキン200g×２

北海道標茶町製造 ラム肉・鶏肉セット

★当社で製作したスウェーデントーチとかすがいのセットになっております♫

★北海道の大自然で育ったカラマツ材を使用しています♫くっきりとした木目と色
が特徴で北海道では馴染みの深い木材となっています♫
★かすがいが３本付いておりますのでトーチの上で料理もできます♫

★燃焼時間が２～３時間あるので調理の後も暖房や篝火として使用でき、燃え
ている部分が星や雪の結晶の様な模様となり暗い夜に一際輝きます♫

〇㈱不二木材
●スウェーデントーチ「Karamatu」(スウェーデントーチ×かすがい３本セット)
トーチサイズ：約φ200-240×H300mm トーチ素材：北海道産カラマツ材 生産地：標茶町

スウェーデントーチ「Karamatu」



海の幸・山の幸・自家製栽培
の野菜やハーブなどの北海
道の食材を使用したフランス
料理をご提供いたします。

※季節や仕入れ状況により
メニューは変更になります。

○㈱スカイファーム ●オードブル、スープ、
メインディッシュ（お魚料理かお肉料理のどちらかをお選びいただけます。）
デザート コーヒー又は紅茶又はハーブティー

「ヘイゼルグラウスマナー」ランチコースA 1名様お食事券

北海道産食材にこだわり、
素材本来の美味しさを味
わえるよう調理しておりま
す。ハンバーグは全て牛
肉100％！！

○手づくりハンバーグＳＯＲＡ
●手づくりハンバーグSORA Wチーズハンバーグお食事券B

Wチーズハンバーグセット（150g）トマトソース
Wチーズハンバーグセット（150ｇ）デミグラスソース
ライス・スープ・ドリンク付きです。

Wチーズハンバーグ2食セット お食事券B

北海道標茶町の豊かな自然
で育った特産の「星空の黒
牛」のジューシーなお肉を使
用した

カレー・シチュー・スープカ
レーのセットです。

○㈱サトケン
●星空のビーフカレー180g×2個 星空のビーフスープカレー300ｇ×1個
星空のビーフシチュー250ｇ×1個 ギフトBOX入り

「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットA

新鮮な牛乳を使った濃厚な
飲むヨーグルトのセットです。

○風牧場 ●プリティア（飲むヨーグルト）500ml×12

風牧場 プリティア（飲むヨーグルト）500ml×12本

★北海道より天然の丸太から
自社工場で制作しています
★18mmの厚さを組んで計
36mmの厚さだから安心です
★丁番で繋いであるから自在に
置けます

○㈱不二木材
●材質 北海道産トドマツ材 サイズ 全長約120cm
高さ約40cm （1スパン30cm）
色 ブラウン or ホワイト

木製フェンス ミニフリーレイ （ブラウン、ホワイト）

★脚部を埋設すると直接培養
土に入れて使用することもで
きます
★市販のプランター 650Eタイ
プ（650×230×240）がそのま
ま収まります

○㈱不二木材
●材質 北海道産トドマツ材・カラマツ材
サイズ 長さ72cm 幅30cm 高さ25cm（脚部）
色 ブラウン or メープル or 無塗装

プランターボックス（ブラウン、メープル、無塗装）

★北海道産カラマツ・トドマ
ツを使用♪
★L字でもコの字でも四角く
囲んでも色々できます♪
★厚さ18mm+18mm 計
36mm♪とても丈夫です♪

○㈱不二木材
●材質 北海道産トドマツ材
サイズ 長さ 60cm 高さ 40cm 厚さ 3.6cm
色 健康配慮形水性塗料 ブラウン、ホワイト

木製ミニフェンス 2個セット「あくろす」 ブラウン・ホワイト

★北海道産の天然木を使用♪

★お庭やベランダで、キッチン
で、玄関で♪いろんなシーンで
活躍をしてくれるはしご形の飾
り棚♪

○㈱不二木材
●3段タイプ 材質 北海道産天然木
サイズ 高さ 90cm 幅 43cm 奥行 38cm
色 康配慮形水性塗料 ブラウン、ホワイト

●2段タイプ サイズ 高さ 60cm 幅 43cm 奥行 25.5cm
※ほか、3段タイプと同内容

ラ・シェルフ 3段タイプ ブラウン、ホワイト
ラ・シェルフ 2段タイプ ブラウン、ホワイト



標茶町の広大な土地で育った栄養満点の牧草を食べた牛
からの贈り物「しべちゃ牛乳」を原料に、添加物を一切使用
せず、全て北海道産の乳製品とてん菜糖のみで作られたシ
ンプルながらも生乳本来の風味が活かされた奥深い味わ
いのアイスです。

○標茶町農業協同組合 ●しべちゃ牛乳アイス 100ml×10個

しべちゃ牛乳アイス10個

組立簡単♪
お客様でご用意頂くのは、メジャー、エンピツ、金づちの３点で作れます♪
釘、コマ２個（板間隔合わせ材）は商品セット内容に含まれています♪
おしゃれにDIY♪
パレットベッド、ディスプレイなどに♪

中古のパレットでは防腐剤や防カビ剤が使用されているものもあります。カビ発
生の可能性はありますが、フジモクのパレットは、防腐、防カビ剤は一切使用し
ておりません♪

○㈱不二木材
●「自分で組み立てるパレット」1200（1000、900）×1000×115（mm）片面使用型
材質 カラマツ（ラフ材） サイズ 1200（1000、900）×1000×115mm（完成時）
静荷重 約1000kg 用途 ワンウェイ用

「自分で組み立てるパレット」1200×1000×115（mm）片面使用型
「自分で組み立てるパレット」1000×1000×115（mm）片面使用型

「自分で組み立てるパレット」900×1000×115（mm）片面使用型

星空の黒牛のウデすき焼きとなります。
夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手間暇をかけ、１

頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブランド牛です。
ウデ肉は、しっかりとした食感とお肉の濃厚なうまみが味わえる部位。

ロース程霜降りは入っておらず「お肉の味もしっかり味わいたいけど、柔らかいお肉がた
べたい！」という方におすすめです。

○㈱エフシーエス
●ウデ肉 すき焼き用（550ｇ）

星空の黒牛 ウデ肉 すき焼き用（550ｇ）

星空の黒牛のリブロースすき焼きとなります。
夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手間暇を

かけ、１頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブランド牛です。
リブロースは牛肉の中でもとても柔らかく、霜降りの入りやすい部位です。一口
食べた時の肉汁、そしてとろけるような柔らかさをお楽しみいただけます。

○㈱エフシーエス
●リブロース すき焼き用（450ｇ）

星空の黒牛 リブロース すき焼き用（450ｇ）



★台風や強風等で飛ばされない様に土のうやウェイトを置ける様に
設計されております♪
★使わない時は簡単に折り畳める♪畳むとたったの8.5cmで、持ち
運びも楽々簡単♪
★ウェルカムボードにも、日替わりメニュー表にも使えます♪

○㈱不二木材 ●Wood Board 「くるみ」 ホワイト or ブラウン
材質 北海道産トドマツ材 サイズ 高さ 90cm 幅 45cm
色 ホワイト or ブラウン （水性木材保護塗料）

Wood Board 「くるみ」 ホワイト、ブラウン

★当社で製作したスウェーデントーチとARTFIRE×３袋のセットになっております♫

★北海道の大自然で育ったカラマツ材を使用しています♫くっきりとした木目と色が
特徴で北海道では馴染みの深い木材となっています♫

★燃焼時間が２～３時間あるので調理の後も暖房や篝火として使用でき、燃えて
いる部分が星や雪の結晶の様な模様となり暗い夜に一際輝きます♫

○㈱不二木材
●スウェーデントーチ「Aurora」(スウェーデントーチ×ARTFIRE３袋セット)
トーチサイズ：約φ200-240×H300mm
トーチ素材：北海道産カラマツ材 生産地：標茶町

スウェーデントーチ「Aurora」



北海道標茶町の豊かな自然
で育った特産の「星空の黒
牛」のジューシーなお肉を使
用した

カレー・シチュー・スープカ
レーのセットです。

○㈱サトケン
●星空のビーフカレー180g×2個 星空のビーフスープカレー300ｇ×2個
星空のビーフシチュー250ｇ×2個 ギフトBOX入り

「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットＢ

★北海道より天然の丸太か
ら自社工場で制作していま
す
★18mmの厚さを組んで計
36mmの厚さだから安心です

★丁番で繋いであるから自
在に置けます

○㈱サトケン
●材質 北海道産トドマツ材 色 ブラウン or ホワイト
サイズ 全長約160cm 高さ約60cm （1スパン40cm）

木製フェンス フリーレイ 大（ブラウン、ホワイト）

★腐れに強い北海道産カ
ラマツを使った新品枕木

★景観性に優れ、周りの
環境に馴染みやすい枕
木、それがフジモクの枕
木です

★北海道の厳しい自然環
境で強く育った「カラマツ」
で創業60年を超える自社

工場で「枕木」を生産して
います

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 長さ2000mm 幅200mm 厚さ105mm
色 マースブラウン 屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、防腐材配合）

北海道産カラマツ枕木（200×105×2000）

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 長さ1000mm 幅200mm 厚さ105mm
色 マースブラウン 屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、防腐材配合）

北海道産カラマツ枕木（200×105×1000）２本セット

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 幅200mm 厚さ105mm 長さ200mm＝2本 300mm＝2本 400mm＝2本 500mm＝1本
色 マースブラウン 屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、防腐材配合）

北海道産カラマツ枕木７本セット 厚さ105mm

★腐れに強い北海道産カラ
マツを使った新品枕木

★景観性に優れ、周りの環
境に馴染みやすい枕木、そ
れがフジモクの枕木です

★北海道の厳しい自然環境
で強く育った「カラマツ」で創
業60年を超える自社工場で
「枕木」を生産しています
★マイトレックACQとは、ひ素、

クロムを含まない薬剤として、
JIS、JASなどの規格に適合し

た安全性が高い木材保護材
です

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 長さ2000mm 幅200mm 厚さ105mm
色 モスグリーン マイトレックACQ加圧式防腐処理

ACQカラマツ枕木
（200×105×2000）

★腐れに強い北海道産カラマツを使った新品枕木
★景観性に優れ、周りの環境に馴染みやすい枕木、それがフジモクの枕木です
★北海道の厳しい自然環境で強く育った「カラマツ」で創業60年を超える自社工場で「枕
木」を生産しています

★腐れに強い北海道産カラ
マツを使った新品枕木

★景観性に優れ、周りの環
境に馴染みやすい枕木、そ
れがフジモクの枕木です

★北海道の厳しい自然環境
で強く育った「カラマツ」で創
業60年を超える自社工場で
「枕木」を生産しています
★マイトレックACQとは、ひ素、

クロムを含まない薬剤として、
JIS、JASなどの規格に適合し

た安全性が高い木材保護材
です

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 長さ1000mm 幅200mm 厚さ105mm
色 モスグリーン マイトレックACQ加圧式防腐処理

ACQカラマツ枕木
（200×105×1000）2本セット

★腐れに強い北海道産カ
ラマツを使った新品枕木

★景観性に優れ、周りの
環境に馴染みやすい枕
木、それがフジモクの枕
木です

★北海道の厳しい自然環
境で強く育った「カラマツ」
で創業60年を超える自社

工場で「枕木」を生産して
います



★腐れに強い北海道産カラマツ
を使った新品枕木

★景観性に優れ、周りの環境に
馴染みやすい枕木、それがフジ
モクの枕木です

★北海道の厳しい自然環境で
強く育った「カラマツ」で創業60

年を超える自社工場で「枕木」を
生産しています

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 長さ2000mm 幅200mm 厚さ75mm
色 マースブラウン 屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、防腐材配合）

北海道産カラマツ枕木（200×75×2000）

★腐れに強い北海道産カラマツ
を使った新品枕木

★景観性に優れ、周りの環境に
馴染みやすい枕木、それがフジ
モクの枕木です

★北海道の厳しい自然環境で
強く育った「カラマツ」で創業60

年を超える自社工場で「枕木」を
生産しています

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 長さ1000mm 幅200mm 厚さ75mm
色 マースブラウン 屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、防腐材配合）

北海道産カラマツ枕木（200×75×1000）2本セット

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 幅200mm 厚さ75mm 長さ200mm＝2本 300mm＝2本 400mm＝2本 500mm＝1本
色 マースブラウン 屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、防腐材配合）

北海道産カラマツ枕木７本セット 厚さ75mm

★腐れに強い北海道産カラマツを使った新品枕木
★景観性に優れ、周りの環境に馴染みやすい枕木、それがフジモクの枕木です
★北海道の厳しい自然環境で強く育った「カラマツ」で創業60年を超える自社工場で「枕
木」を生産しています

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材 サイズ 長さ2000mm 幅200mm 厚さ75mm
色 モスグリーン マイトレックACQ加圧式防腐処理

ACQカラマツ枕木
（200×75×2000）

★腐れに強い北海道産カラ
マツを使った新品枕木

★景観性に優れ、周りの環
境に馴染みやすい枕木、そ
れがフジモクの枕木です

★北海道の厳しい自然環境
で強く育った「カラマツ」で創
業60年を超える自社工場で
「枕木」を生産しています
★マイトレックACQとは、ひ素、

クロムを含まない薬剤として、
JIS、JASなどの規格に適合し

た安全性が高い木材保護材
です

★腐れに強い北海道産カラ
マツを使った新品枕木

★景観性に優れ、周りの環
境に馴染みやすい枕木、そ
れがフジモクの枕木です

★北海道の厳しい自然環境
で強く育った「カラマツ」で創
業60年を超える自社工場で
「枕木」を生産しています
★マイトレックACQとは、ひ素、

クロムを含まない薬剤として、
JIS、JASなどの規格に適合し

た安全性が高い木材保護材
です

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材 サイズ 長さ1000mm 幅200mm 厚さ75mm
色 モスグリーン マイトレックACQ加圧式防腐処理

ACQカラマツ枕木
（200×75×1000）
2本セット

★北海道産の天然木を使用♪自社生産♪
★たくさん並べなくても2柵で全長2ｍになります♪

○㈱不二木材
●材質 北海道産天然木 サイズ 長さ 100cm 高さ 40cm 厚さ 3.6cm
色 健康配慮形水性塗料 ブラウン or ホワイト

木製ミニフェンス 「まうんてん」 2個セット ブラウン、ホワイト



★北海道産の天然木を使用♪自社生産♪
★たくさん並べなくても2柵で全長2ｍになります♪

○㈱不二木材
●材質 北海道産天然木 サイズ 長さ 100cm 高さ 40cm 厚さ 3.6cm
色 健康配慮形水性塗料 ブラウン or ホワイト

木製ミニフェンス 「まうんてん」 2個セット ブラウン、ホワイト

星空の黒牛の人気加工品を詰め合わせたお得なセットです！
夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手

間暇をかけ、１頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブラ
ンド牛です。

○㈱エフシーエス
●牛カルビまん（130g）×1個 くちどけフレーク（180g）×1個
ユッケ（50g）×2個 メンチカツ（100g×3個）×1袋

星空の黒牛 加工品詰め合わせ
（カルビまん・フレーク・ユッケ・メンチカツ）

星空の黒牛のウデすき焼きとなります。
夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手間暇をかけ、

１頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブランド牛です。
ウデ肉は、しっかりとした食感とお肉の濃厚なうまみが味わえる部位。

ロース程霜降りは入っておらず「お肉の味もしっかり味わいたいけど、柔らかいお肉
がたべたい！」という方におすすめです。

○㈱エフシーエス ●ウデ肉 すき焼き用（750ｇ）

星空の黒牛 ウデ肉 すき焼き用（750ｇ）

星空の黒牛のリブロースすき焼きとなります。
夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手間暇を

かけ、１頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブランド牛です。
リブロースは牛肉の中でもとても柔らかく、霜降りの入りやすい部位です。一口
食べた時の肉汁、そしてとろけるような柔らかさをお楽しみいただけます。

○㈱エフシーエス
●リブロース すき焼き用（600ｇ）

星空の黒牛 リブロース すき焼き用（600ｇ）

搾りたての生乳をそのままチーズに加工しました。牧場ならではのチーズをお届け
致します。
このみ：1ヶ月熟成 ウォッシュタイプのチーズ

柔らかく熟成が進むにつれて芳醇な香りが特徴のチーズ。
わいん：2ヶ月熟成 セミハードタイプのチーズ

厳選したイタリア産ワインに漬けて熟成させたチーズ。
みのり：6ヶ月熟成 ハードタイプ 深い味わいの長期熟成チーズ。
みのりこしょう：6ヶ月熟成 ハードタイプ

長期熟成みのりに黒こしょうを入れて熟成させたスパイシーなチーズ。○長坂牧場チーズ
●このみ130ｇ前後×1、わいん100g前後×2、
みのり100g前後×2、みのりこしょう100g前後×2

牧場自家製手作りチーズセット（大）



海の幸・山の幸・自家
製栽培の野菜やハー
ブなどの北海道の食材
を使用したフランス料
理をご提供いたします。

※季節や仕入れ状況
によりメニューは変更
になります。

○㈱スカイファーム
●前菜3皿 メインディッシュ（お魚料理かお肉料理を数品の中からお選び
いただけます。）
デザート ※お飲み物は料金に含まれておりません。

「ヘイゼルグラウスマナー」
ディナーメニューA 1名様お食事券

北海道標茶町の豊かな
自然で育った特産の「星
空の黒牛」のジューシー
なお肉を使用した

カレー・シチュー・スープ
カレーのセットです。

○㈱サトケン
●星空のビーフカレー180g×3個 星空のビーフスープカレー300ｇ×3個
星空のビーフシチュー250ｇ×2個 ギフトBOX入り

「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットＣ

★使用しない時、移動時はしっかり折り畳めて場所を取ら
ずにコンパクト収納が可能です♪
★一般流通でよく見られる木製ベンチは板厚が（約1.8cm前
後）薄い製品が多いですが、当店は板厚2.7cm♪

★天然木ならでは♪美しい木目が丁寧に塗装で仕上げた
下地から綺麗に出ています♪

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材 サイズ 座面長さ 90cm 座面幅 30cm 高さ 41cm
色 ガードラックアクア マホガニー（水系木材保護塗料）

「ウッディーベンチ」 Mサイズ

組立簡単♪
お客様でご用意頂くのは、メジャー、エンピツ、金づちの３点で作れます♪
釘、コマ２個（板間隔合わせ材）は商品セット内容に含まれています♪
おしゃれにDIY♪
パレットベッド、ディスプレイなどに♪

中古のパレットでは防腐剤や防カビ剤が使用されているものもあります。カビ発
生の可能性はありますが、フジモクのパレットは、防腐、防カビ剤は一切使用し
ておりません♪

チェックポイント♪ 本商品に使用している木材にはカンナ加工を施し、表面が
滑らかな状態になっています♪

使用している材料は北海道産天然木を使用しており綺麗な木目が白の塗装から
うっすら出ています♪

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材 サイズ 座面長さ 90cm 座面幅 30cm 高さ 41cm
色 ガードラックアクア マホガニー（水系木材保護塗料）

「自分で組み立てるカラーパレット」1200×1000×115（mm）片面使用型

「自分で組み立てるカラーパレット」1000×1000×115（mm）片面使用型

「自分で組み立てるカラーパレット」900×1000×115（mm）片面使用型



釧路湿原の真ん中を走る釧路川をカヌーツーリングするなら、ロッジシラルトロ
へ！！動物より低い目線で、水面を音もなく滑るように移動できるカナディアンカ
ヌーに乗り、どこまでも蛇行が続く釧路川に身をゆだねてみましょう。 四季折々
の、釧路湿原の風景と動植物を間近に感じることができます

○ロッジシラルトロ
●1名様カヌー体験チケット（2時間コース）
カヌー終了後は、当ロッジ【温泉入浴無料】です。
（ガイド1名、損害・傷害保険料、ライフジャケットレンタル料、回送料込みです。
天候により防寒服、長靴、手袋は当方で準備しております。）

1名様カヌー体験チケット（2時間コース）

北海道標茶町の豊かな自然で育った特産の「星空の黒牛」
のジューシーなお肉を使用した
カレー・シチュー・スープカレーのセットです。

○㈱サトケン
●星空のビーフカレー180g×4個 星空のビーフスープカレー300ｇ×4個
星空のビーフシチュー250ｇ×2個 ギフトBOX入り

「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットD

星空の黒牛のカルビ、ロース、モモを盛り合わせにしたセットとなります。
夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさんの手間暇を
かけ、１頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢の自社ブランド牛です。
お好みでタレ、塩、わさび醤油等でお召し上がりください。

○㈱エフシーエス
●焼肉用盛り合わせ（カルビ・ロース・モモ）約800ｇ
※各部位のグラム数、枚数はお選びいただけません。事業者お任せとなります。

北海道標茶町 星空の黒牛 焼肉用盛り合わせ約800g

★袋ナットを使用しています。。。袋ナットを使用することでケガのリスクを軽
減しております

★アジャスターを使用しています。。。砂利や土の上などの不安定な場所で
もしっかり設置が可能でグラつきも防止しています（最大1.5cmまで伸縮可
能です）

★北海道産の天然木を使用しています。。。使用している木材はカラマツや
トドマツと呼ばれる木材で、踏み台の材料は全て当店の工場にて生産され
た北海道産の木材を使用しています。木目も鮮やかで「ぬくもり」を感じます

北海道産天然木の踏み台「nukumori」ぬくもり mini

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材 サイズ 幅90cm 奥行 31cm 高さ 18cm
色 マホガニー （撥水性木材保護塗料）

のむヨーグルトと食べるヨーグルトのセットでを3ヶ月連続でお届けいたします。
新鮮な牛乳を使った濃厚な味わいのヨーグルトです。

○㈲風牧場
●プリティア（のむヨーグルト）500ml×3 風のヨーグルト（プレーン）450ml×3
風のヨーグルト（加糖）90ml×5 上記を3ヶ月連続でお届け

風牧場 風のヨーグルトセット 3ヶ月連続お届け



海の幸・山の幸・自家
製栽培の野菜やハー
ブなどの北海道の食材
を使用したフランス料
理をご提供いたします。

※季節や仕入れ状況
によりメニューは変更
になります。

○㈱スカイファーム
●前菜3皿 お魚料理 お肉料理 デザート
※お飲み物は料金に含まれておりません。

「ヘイゼルグラウスマナー」
ディナーメニューＢ 1名様お食事券

星空の黒牛のロース・
サーロイン・モモを厚切り
ステーキでお届けいたし
ます。
夏は30℃、冬は－25℃の

北海道標茶町で、限りな
い愛情とたくさんの手間
暇をかけ、１頭１頭自社
牧場で大切に育てあげた
当社自慢の自社ブランド
牛です。

ゆっくりと熱を加えて焼き
上げ、お召し上がりくださ
い。

○㈱エフシーエス
●厚切りステーキ盛り合わせ
（ロース・サーロイン・モモ）約1㎏
※各部位のグラム数、枚数はお選びいた
だけません。事業者お任せとなります。

北海道標茶町 星空の黒牛
厚切りステーキ盛り合わせ約1㎏

★使用しない時、移動時はしっかり折り畳めて場所を取ら
ずにコンパクト収納が可能です♪
★一般流通でよく見られる木製ベンチは板厚が（約1.8cm前
後）薄い製品が多いですが、当店は板厚2.7cm♪

★天然木ならでは♪美しい木目が丁寧に塗装で仕上げた
下地から綺麗に出ています♪

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材 サイズ 座面長さ 120cm 座面幅 30cm 高さ 41cm
色 ガードラックアクア マホガニー（水系木材保護塗料）

「ウッディーベンチ」 Ｌサイズ

草原と森に囲まれたホテル周辺を、馬に跨ってのんびり散策してみませ
んか？
1万坪の敷地を散策します。小学生以上の方であればどなたでもご参加
いただけるコースです。

○㈱スカイファーム
●リバーサイドコース60分乗馬体験チケット1名様分
【営業時間】 9:00～12:00、 13:00～16:00 【営業期間】5月上旬から10月下旬

「ヘイゼルグラウスマナー」リバーサイドコース
60分乗馬体験チケット（1名様分）

北海道標茶町の豊かな自然で育った特産の「星空の黒牛」
のジューシーなお肉を使用した
カレー・シチュー・スープカレーのセットです。
○㈱サトケン
●星空のビーフカレー180g×5個 星空のビーフスープカレー300ｇ×5個
星空のビーフシチュー250ｇ×2個 ギフトBOX入り

「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットＥ

★袋ナットを使用しています。。。袋ナットを使用することでケガのリスクを軽減しております

★アジャスターを使用しています。。。砂利や土の上などの不安定な場所でもしっかり設置
が可能でグラつきも防止しています（最大1.5cmまで伸縮可能です）

★北海道産の天然木を使用しています。。。使用している木材はカラマツやトドマツと呼ばれ
る木材で、踏み台の材料は全て当店の工場にて生産された北海道産の木材を使用してい
ます。木目も鮮やかで「ぬくもり」を感じます

北海道産天然木の踏み台「nukumori」ぬくもり wide 215

○㈱不二木材 ●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 幅90cm 奥行 31cm 高さ 18cm 色 マホガニー （撥水性木材保護塗料）



北海道標茶町の人気返礼品を、4ヶ月連続でお届け！
厳選のこだわり商品をご堪能ください！

○㈱エフシーエス、㈲風牧場、㈱グローバルアップ、ミルキークラウン乳業㈱
●【1ヶ月目】 星空の黒牛 くちどけフレーク
【2ヶ月目】 発芽にんにく 10粒入×8袋
【3ヶ月目】 バニラアイスクリーム90ml×10個
【4ヶ月目】 プリティア（のむヨーグルト）500ml×3

風のヨーグルト（プレーン）450ml×3
風のヨーグルト（加糖）90ml×5

標茶町特産品定期便4ヶ月連続お届け

★袋ナットを使用しています。。。袋ナットを使用することでケガのリスクを軽減し
ております

★アジャスターを使用しています。。。砂利や土の上などの不安定な場所でも
しっかり設置が可能でグラつきも防止しています（最大1.5cmまで伸縮可能です）

★北海道産の天然木を使用しています。。。使用している木材はカラマツやトドマ
ツと呼ばれる木材で、踏み台の材料は全て当店の工場にて生産された北海道
産の木材を使用しています。木目も鮮やかで「ぬくもり」を感じます

北海道産天然木の踏み台「nukumori」ぬくもり wide 415

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材 サイズ 幅110cm 奥行 41.5cm 高さ 41.5cm～43cm
色 マホガニー （撥水性木材保護塗料）

新鮮な牛乳を使った濃厚なのむヨーグルト12本を3ヶ月連続でお届けいたします。

風牧場 プリティア（のむヨーグルト）500ml×12本 3ヶ月連続お届け

○㈲風牧場
●プリティア（のむヨーグルト）500ml×12 3ヶ月連続お届け



釧路湿原の真ん中を走る釧路川をカヌーツーリングするなら、ロッジシラ
ルトロへ！！動物より低い目線で、水面を音もなく滑るように移動できる
カナディアンカヌーに乗り、どこまでも蛇行が続く釧路川に身をゆだねて
みましょう。四季折々の、釧路湿原の風景と動植物を間近に感じること
ができます。

ロッジの温泉は豊富で適温の温泉のため沸かす必要も水で薄める必要
も無く、常時浴槽からお湯が溢れている正真正銘の源泉100％のお湯で

す。毎日温泉の湯の入れ替えと清掃を行っていますので、どうぞ安心し
て温泉をお楽しみ下さい。夏もいいけど、零下20℃の雪景色の中で浸か
る露天風呂はもう最高です！

○ロッジシラルトロ
●1名様カヌー体験チケット一泊二食付
カヌー体験時間：約2時間
（ガイド1名、損害・傷害保険料、ライフジャケットレンタル料、回送料込みです。天候により防
寒服、長靴、手袋は当方で準備しております。）
夕食は…釧路の新鮮な魚介類の刺し身、肉料理、煮物など、ボリューム満点の和洋折衷ス
タイルです。心を込めた家庭料理をお楽しみ下さい。
朝食は…和食です。お米はすべておいしい道産米を使用しています。
館内は全室禁煙ですが、喫煙コーナーを設けておりますのでご利用くださいませ。

「ロッジシラルトロ」1名様カヌー体験チケット 一泊二食付

草原と森に囲まれたホテル周辺を、馬に跨ってスリリ
ングな傾斜や川を越えてのトレッキングです。

○㈱スカイファーム
●アドベンチャーコース90分乗馬体験チケット1名様分
【営業時間】 9:00～12:00、 13:00～16:00 【営業期間】5月上旬から10月下旬

「ヘイゼルグラウスマナー」アドベンチャーコース
90分乗馬体験チケット（1名様分）

のむヨーグルトと食べるヨーグルトのセットでを6ヶ月連続でお届け
いたします。
新鮮な牛乳を使った濃厚な味わいのヨーグルトです。

○㈲風牧場
●プリティア（のむヨーグルト）500ml×3 風のヨーグルト（プレーン）450ml×3
風のヨーグルト（加糖）90ml×5 上記を6ヶ月連続でお届け

風牧場 風のヨーグルトセット 6ヶ月連続お届け



★折り畳み式なのでコンパクト♪必要な時だけ使用できます♪

★防腐・防虫・防カビに優れた屋外用木材保護塗料をしております♪行政工事
など多く使用されています。
★北海道産の丸太を自社工場で加工１つ１つ職人の手で製作されております♪

北海道産天然木の縁台「yasuragi」 1500タイプ

○㈱不二木材
●材質 北海道産トドマツ材
サイズ 幅 1500（1200）mm 奥行 390mm 高さ 400mm
色 オイルステイン塗装（メイプル）

北海道産天然木の縁台「yasuragi」 1200タイプ

～北海道産の丸太で作ったログ砂場～
お子様の知育を応援！ 自社生産だから安心・安全！
北海道産カラマツ、トドマツを使用！ 何といっても組立て簡単！

○㈱不二木材
●材質 北海道産トドマツ材
サイズ 幅126cm 奥行126cm 高さ20cm

不二木材 ログ砂場（スクエア）

夏は30℃、冬は－25℃の北海道標茶町で、限りない愛情とたくさん

の手間暇をかけ、１頭１頭自社牧場で大切に育てあげた当社自慢
の自社ブランド牛です。
すき焼き用・ステーキ・くちどけフレーク・メンチカツを4回に分けてお
届けいたします。

○㈱エフシーエス
●【1ヶ月目】 リブロース すき焼き用（600ｇ）
【2ヶ月目】 厚切りステーキ盛り合わせ（ロース・サーロイン・モモ）約1kg

※各部位のグラム数、枚数はお選びいただけません。事業者お任せとなります。
【3ヶ月目】 星空の黒牛 くちどけフレーク180g
【4ヶ月目】 メンチカツ（100ｇ×3個）×2袋

【星空の黒牛堪能定期便】 4ヶ月連続お届け
ステーキ・すきやき肉・フレーク・メンチカツ

★袋ナットを使用しています。。。袋ナットを使用することでケガのリスクを
軽減しております

★アジャスターを使用しています。。。砂利や土の上などの不安定な場所
でもしっかり設置が可能でグラつきも防止しています（最大1.5cmまで伸
縮可能です）

★北海道産の天然木を使用しています。。。使用している木材はカラマツ
やトドマツと呼ばれる木材で、踏み台の材料は全て当店の工場にて生産
された北海道産の木材を使用しています。木目も鮮やかで「ぬくもり」を
感じます。

天然木の踏み台「nukumori」wideセット

○㈱不二木材
●北海道産天然木の踏み台 wideセット（215と415のセットです）
材質：北海道産カラマツ材 サイズ：幅110cm 奥行 41.5cm 高さ 21.5cm～23cm （215）、幅110cm 奥行 41.5cm 高さ 41.5cm～43cm （415）
色：マホガニー （撥水性木材保護塗料）



～北海道産の丸太で作ったログ砂場～
お子様の知育を応援！
自社生産だから安心・安全！

北海道産カラマツ、トドマツを使用！
何といっても組立て簡単！

○㈱不二木材
●材質 北海道産トドマツ材
サイズ 幅126cm 奥行126cm 高さ20cm

不二木材 ログ砂場（スクエア）

★組立かんたん♪

★テーブルにも、焼肉
台にも使える♪

★コンロスペースは各
種メーカー品等にも対
応♪

★全てこだわりの国産
使用！大人数で囲える
スペース♪

○㈱不二木材
●材質 天然木仕様
サイズ 幅 120cm 奥行 約70cm 高さ 74cm
色 ガードラックアクア マホガニー （水系木材保護塗料）
重量 天板部分 約18kg 脚部分 約13kg

ウッドテーブル ～variation～

★腐れに強い北海道産カラマツを使った新品枕木
★景観性に優れ、周りの環境に馴染みやすい枕木、それがフジモクの枕木です
★北海道の厳しい自然環境で強く育った「カラマツ」で創業60年を超える自社工
場で「枕木」を生産しています

○㈱不二木材
●カラマツ枕木（200×75×2000）5本セット 材質：北海道産カラマツ材
サイズ：長さ2000mm×幅200mm×厚さ75mm
色：マースブラウン 屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、防腐材配合）

北海道産カラマツ枕木（200×75×2000）5本セット

★腐れに強い北海道産カラマツを使った新品枕木
★景観性に優れ、周りの環境に馴染みやすい枕木、それがフジモクの枕木です
★北海道の厳しい自然環境で強く育った「カラマツ」で創業60年を超える自社工
場で「枕木」を生産しています
★マイトレックACQとは、ひ素、クロムを含まない薬剤として、JIS、JASなどの規格
に適合した安全性が高い木材保護材です

○㈱不二木材
●CQカラマツ枕木（200×75×2000）5本セット 材質：北海道産カラマツ材
サイズ：長さ2000mm×幅200mm×厚さ75mm
色：モスグリーン マイトレックACQ加圧式防腐処理

北海道産カラマツACQカラマツ枕木（200×75×2000）5本セット

★しっかり設計の北海道産の木製品です♪
★フェンス部に雑貨や小物を飾り付けてお
庭やベランダを華やかに演出♪
★お庭と玄関エントランスの境やお隣さんと
の境などの間仕切りとしても♪
★プランターボックス部には水抜き穴が付
いているので直接土を入れて植物を育て
ることもできます♪

fence planter 「GRANDE」 横フェンスタイプ（ブラウン、ホワイト）

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材
サイズ 高さ 155cm 幅 85cm
色 ブラウン or ホワイト （溶剤系浸透タイプ 木材保護塗料）

fence planter 「GRANDE」 横ルーバータイプ（ブラウン、ホワイト）



ジョージアンスタイルのホテルには、オーナー自らが欧米で買い付けた家具や調
度品、赤々と燃える暖炉、レストランのほか、ゆったりとくつろぐことのできるラウ
ンジ、イングリッシュスタイルのバー、選りすぐりのワインの眠るワインセラーなど
の設備を整えております。屋根裏風の居心地の良い空間で快適ステイ。朝食付
きの宿泊プランです広々クイーンサイズのベッドをご用意しております。

○㈱スカイファーム
●スタンダードツイン一泊ペア宿泊券 朝食付

「ヘイゼルグラウスマナー」スタンダートツイン一泊ペア宿泊券 朝食付

新鮮な牛乳を使った濃厚なのむヨーグルト12本を6ヶ月連続
でお届けいたします。

○㈲風牧場
●プリティア（のむヨーグルト）500ml×12 6ヶ月連続お届け

風牧場 プリティア（のむヨーグルト）500ml×12本 6ヶ月連続お届け

★腐れに強い北海道産カラマツを使った新品枕木
★景観性に優れ、周りの環境に馴染みやすい枕木、それがフジモクの枕木です
★北海道の厳しい自然環境で強く育った「カラマツ」で創業60年を超える自社工
場で「枕木」を生産しています

○㈱不二木材
●カラマツ枕木（200×105×2000）5本セット 材質：北海道産カラマツ材
サイズ：長さ2000mm×幅200mm×厚さ105mm
色：マースブラウン 屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、防腐材配合）

北海道産カラマツ枕木（200×105×2000）5本セット

★腐れに強い北海道産カラマツを使った新品枕木
★景観性に優れ、周りの環境に馴染みやすい枕木、それがフジモクの枕木です
★北海道の厳しい自然環境で強く育った「カラマツ」で創業60年を超える自社工
場で「枕木」を生産しています
★マイトレックACQとは、ひ素、クロムを含まない薬剤として、JIS、JASなどの規格
に適合した安全性が高い木材保護材です

○㈱不二木材
●ACQカラマツ枕木（200×105×2000）5本セット 材質：北海道産カラマツ材
サイズ：長さ2000mm×幅200mm×厚さ105mm
色：モスグリーン マイトレックACQ加圧式防腐処理

北海道産カラマツACQカラマツ枕木（200×105×2000）5本セット



釧路湿原の真ん中を走る釧路川をカヌーツーリングするなら、ロッジシラルトロ
へ！！動物より低い目線で、水面を音もなく滑るように移動できるカナディアンカ
ヌーに乗り、どこまでも蛇行が続く釧路川に身をゆだねてみましょう。 四季折々
の、釧路湿原の風景と動植物を間近に感じることができます。

ロッジの温泉は豊富で適温の温泉のため沸かす必要も水で薄める必要も無く、
常時浴槽からお湯が溢れている正真正銘の源泉100％のお湯です。毎日温泉

の湯の入れ替えと清掃を行っていますので、どうぞ安心して温泉をお楽しみ下さ
い。夏もいいけど、零下20℃の雪景色の中で浸かる露天風呂はもう最高です！
○ロッジシラルトロ
●2名様カヌー体験チケット一泊二食付
カヌー体験時間：約2時間
（ガイド1名、損害・傷害保険料、ライフジャケットレンタル料、回送料込みです。天候により防
寒服、長靴、手袋は当方で準備しております。）
夕食は…釧路の新鮮な魚介類の刺し身、肉料理、煮物など、ボリューム満点の和洋折衷ス
タイルです。心を込めた家庭料理をお楽しみ下さい。
朝食は…和食です。お米はすべておいしい道産米を使用しています。
館内は全室禁煙ですが、喫煙コーナーを設けておりますのでご利用くださいませ。

「ロッジシラルトロ」2名様カヌー体験チケット 一泊二食付

～世界でたった１つのブランコ～
北海道産の丸太のみ使用したこだわりのブランコです

★安全へのこだわり 当店のブランコは座掘りの穴加工してあります♪ボルトが
飛び出てけがしないよう手間をかけて制作してます♪耐荷重200kg！
★木育へのこだわり 天然の丸太を使用したブランコで木育を応援
★素材へのこだわり 北海道の美しい環境で強く育ったカラマツ、トドマツを使用
★自社生産のこだわり 丸太を1から削っての自社生産

★塗料へのこだわり 日本の気候、風土に合わせた純国産の木材保護塗料を
使用

不二木材 木製ブランコ

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツおよびトドマツ
色 メープル（溶剤系浸透タイプ 木材保護塗料）
サイズ 幅213cm 奥行135cm 高さ約168cm（座面35cm）

～フジモク original～
★組立かんたん♪小型犬にぴったりのサイズ♪屋根は本物！！
一般家屋用のアスファルトシングルを使用♪
★木材脚部の腐食、ガタつきを抑えます！！アジャスター付き♪
★雪国仕様！！寒さも防げますが、暑さも防ぎます♪

北海道産天然木の犬小屋「ウッディーハウス w-2」

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材・トドマツ材 （屋根部 アスファルトシングル）
サイズ 外寸（最大値） 幅 74cm 高さ 74cm 奥行 85cm

内寸（最大値） 幅 45cm 高さ 56cm 奥行 56cm
色 （溶剤系浸透タイプ 木材保護塗料）
必要な道具 インパクトドライバーもしくはドライバードリル



天然木すべり台のあるお庭～
★何といっても自社生産！材料から全て自社で制作だから安心
★北海道産カラマツ、トドマツを使用
★背割り加工 袋ナットの使用、ナットが飛び出ない穴加工
★サビに強いステンレス使用、よく滑るワックスも付属します

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ及びトドマツ 耐荷重量 約100kg
サイズ 幅230cm 奥行65cm 高さ90.5cm

不二木材 木製ログ滑り台ログライダー

～フジモク original～
★組立かんたん♪小型犬にぴったりのサイズ♪屋根は本物！！
一般家屋用のアスファルトシングルを使用♪
★木材脚部の腐食、ガタつきを抑えます！！アジャスター付き♪
★雪国仕様！！寒さも防げますが、暑さも防ぎます♪

北海道産天然木の犬小屋「ウッディーハウス w-1」

○㈱不二木材
●材質 北海道産カラマツ材・トドマツ材 （屋根部 アスファルトシングル）
サイズ 外寸（最大値） 幅 85cm 高さ 約90cm 奥行 90.5cm

内寸（最大値） 幅 59cm 高さ 約70cm 奥行 69cm
色 （溶剤系浸透タイプ 木材保護塗料）
必要な道具 インパクトドライバーもしくはドライバードリル

ジョージアンスタイルのホテルには、オーナー自らが欧米で買い付けた
家具や調度品、赤々と燃える暖炉、レストランのほか、ゆったりとくつろぐ
ことのできるラウンジ、イングリッシュスタイルのバー、選りすぐりのワイン
の眠るワインセラーなどの設備を整えております。朝食付きの宿泊プラン
です広々クイーンサイズのベッドをご用意しております。

「ヘイゼルグラウスマナー」スーペリアツインB一泊ペア宿泊券 朝食付

○㈱スカイファーム
●スーペリアツインB一泊ペア宿泊券 朝食付

ジョージアンスタイルのホテルには、オーナー自らが欧米で買い付けた
家具や調度品、赤々と燃える暖炉、レストランのほか、ゆったりとくつろぐ
ことのできるラウンジ、イングリッシュスタイルのバー、選りすぐりのワイン
の眠るワインセラーなどの設備を整えております。朝食付きの宿泊プラン
です広々クイーンサイズのベッドをご用意しております。

「ヘイゼルグラウスマナー」スーペリアツインＡ一泊ペア宿泊券 朝食付

○㈱スカイファーム
●スーペリアツインA一泊ペア宿泊券 朝食付



★腐れに強い北海道産カラマツを使った新品枕木
★景観性に優れ、周りの環境に馴染みやすい枕木、それがフジモクの枕木です
★北海道の厳しい自然環境で強く育った「カラマツ」で創業60年を超える自社工
場で「枕木」を生産しています

○㈱不二木材
●カラマツ枕木（200×105×2000）10本セット 材質：北海道産カラマツ材
サイズ：長さ2000mm×幅200mm×厚さ105mm
色：マースブラウン 屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、防腐材配合）

北海道産カラマツ枕木（200×105×2000）10本セット

★腐れに強い北海道産カラマツを使った新品枕木
★景観性に優れ、周りの環境に馴染みやすい枕木、それがフジモクの枕木です
★北海道の厳しい自然環境で強く育った「カラマツ」で創業60年を超える自社工
場で「枕木」を生産しています
★マイトレックACQとは、ひ素、クロムを含まない薬剤として、JIS、JASなどの規格
に適合した安全性が高い木材保護材です

○㈱不二木材
●ACQカラマツ枕木（200×105×2000）10本セット 材質：北海道産カラマツ材
サイズ：長さ2000mm×幅200mm×厚さ105mm
色：モスグリーン マイトレックACQ加圧式防腐処理

北海道産カラマツACQカラマツ枕木（200×105×2000）10本セット

★カリっとした美味しいチーズの〝おこげ〟が作れる、水平型加熱方式を採用
★焼き具合の微調整ができるスライド式高さ無段階調整機能付き
★大型半円チーズの着脱も簡単、可動式チーズホルダー
★PSEマーク取得。日本国内の一般家庭用電源で安全に使用できます

三好式ラクレットオーブン

○㈱不二木材
●業務用ラクレットチーズ専用オーブン（卓上型電気式加熱調理機）
寸法：タテ27ｃｍ・ヨコ55ｃｍ・高さ32〜42ｃｍ（卓上）
主な材質：スチール・ステンレス
電圧：交流100V（定格15A以上のコンセントで単独使用推奨）


