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東京都 あきる野市

わんダフルネイチャーヴィレッジ　
〔入園招待券4枚〕

10,000円

【有効期限】発送日より1年（本券1
枚で人1名又は犬1頭が利用日の当日
限り有効）◆東京サマーランド（わ
んダフルネイチャーヴィレッジ）04
2-558-5861

FISHUP秋川湖〔2020シーズン〕　
1日招待券　2枚

30,000円

【利用期間】2020年10月16日～2021
年4月30日（申込受付2021年2月28日
まで）※本券1枚でお一人様、ルア
ー・フライフィッシングが1日ご利
用いただけます。（駐車料金は別途
）◆東京サマーランド（わんダフル
ネイチャーヴィレッジ内
FISHUP秋川湖）042-558-5861

FISHUP秋川湖〔2020シーズン〕　
1日招待券　1枚

20,000円

【利用期間】2020年10月16日～2021
年4月30日（申込受付2021年2月28日
まで）※本券1枚でお一人様、ルア
ー・フライフィッシングが1日ご利
用いただけます。（駐車料金は別途
）◆東京サマーランド（わんダフル
ネイチャーヴィレッジ内
FISHUP秋川湖）042-558-5861

【黒毛和牛】秋川牛サーロインステ
ーキ〔190g相当×3枚〕

30,000円

東京都を代表する銘柄黒毛和牛の秋
川牛は、あきる野菅生地区の静かな
里山でゆったりと飼育され霜降り肉
にも関わらずサラッとして旨味が伝
わりやすい極上の味わいです。◆松
村精肉店（042-596-0253）

【黒毛和牛】秋川牛肩ロースすき焼
き用〔580g〕

20,000円

東京都を代表する銘柄黒毛和牛の秋
川牛は、あきる野菅生地区の静かな
里山でゆったりと飼育され霜降り肉
にも関わらずサラッとして旨味が伝
わりやすい極上の味わいです。◆松
村精肉店（042-596-0253）

秋川牛切り落とし〔400g〕+東京し
ゃも肉半羽〔650g相当〕

20,000円

・東京都を代表する銘柄黒毛和牛の
秋川牛は、霜降り肉にも関わらずサ
ラッとして極上の味わいです。・東
京しゃもの肉は、コラーゲンを豊富
に含み、脂肪分が少なく、旨み成分
が濃厚な味わいです。◆松村精肉店
（042-596-0253）

【黒毛和牛】秋川牛厳選切り落とし
〔肩ロース・肩・バラ肉入300g〕

10,000円

東京都を代表する銘柄黒毛和牛の秋
川牛は、あきる野菅生地区の静かな
里山でゆったりと飼育され霜降り肉
にも関わらずサラッとして旨味が伝
わりやすい極上の味わいです。◆松
村精肉店（042-596-0253）

【黒毛和牛】秋川牛の手作りメンチ
カツ〔100g×14個〕

10,000円

東京都を代表する銘柄黒毛和牛の秋
川牛と東京都産の豚を合わせたメン
チカツは肉汁があふれ旨味は極上で
す。◆松村精肉店（042-596-0253）

東京しゃも肉半羽〔650g相当〕

10,000円

一般の鶏に比べて長期間飼育される
東京しゃもの肉は、コラーゲンを豊
富に含み、脂肪分が少なく、旨み成
分が濃厚な味わいです。◆松村精肉
店（042-596-0253）

瀬音の湯入浴券11枚セット

30,000円

地下1,500mから湧出する、アルカリ
度がとても高いpH10.1のお湯は、美
肌の湯としてもきっとご満足いただ
けます。豊かな自然に囲まれ、四季
折々の景色を楽しみながら思い思い
のひと時をお過ごしください。【有
効期限】発送日より1年◆秋川渓谷
瀬音の湯（042-595-2614）

瀬音の湯入浴券2枚セット

6,000円

地下1,500mから湧出する、アルカリ
度がとても高いpH10.1のお湯は、美
肌の湯としてもきっとご満足いただ
けます。豊かな自然に囲まれ、四季
折々の景色を楽しみながら思い思い
のひと時をお過ごしください。【有
効期限】発送日より1年◆秋川渓谷
瀬音の湯（042-595-2614）

秋川国際マス釣場〔S：手ぶらで貸
切りプラチナセット〕
【要予約商品】

60,000円

★当チケットのご利用には予約が必
要です★（利用日の1週間前まで）
【有効期限】発送日より1年【内容
】入漁券3枚（4名まで入場可）、池
1か所貸切（釣り放題）、バーベキ
ューハウスなど（※詳細はお問合せ
ください。）【予約・問合せ】秋川
国際マス釣場（042-596-0568）
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東京都　あきる野市

秋川国際マス釣場〔A：ペア入漁券
（エサ）セット〕

20,000円

豊かな自然に囲まれた、秋川渓谷で
マス釣りの醍醐味をご堪能下さい。
【有効期限】発送日より1年【内容
】入漁券2枚（3名まで入場可）、釣
上げお一人様10尾まで（合計20尾）
、貸竿・エサ各2、駐車券1台分◆秋
川国際マス釣場（042-596-0568）

秋川国際マス釣場〔B：ペア入漁券
（ルアー）セット〕

20,000円

豊かな自然に囲まれた、秋川渓谷で
マス釣りの醍醐味をご堪能下さい。
【有効期限】発送日より1年【内容
】入漁券2枚（3名まで入場可）、持
帰りお一人様10尾まで（合計20尾）
、ランディングネット1個、駐車券1
台分（※ロッド、リール、ルアー等
は含まれていません。）◆秋川国際
マス釣場（042-596-0568）

秋川国際マス釣場〔C：エサ入漁券
セット〕

10,000円

豊かな自然に囲まれた、秋川渓谷で
マス釣りの醍醐味をご堪能下さい。
【有効期限】発送日より1年【内容
】入漁券1枚（2名まで入場可）※バ
ーベキュー不可、釣上げ10尾まで（
2名合計）、貸竿2本まで、エサ1個
、駐車券1台分◆秋川国際マス釣場
（042-596-0568）

秋川国際マス釣場〔D：ルアー入漁
券セット〕

10,000円

豊かな自然に囲まれた、秋川渓谷で
マス釣りの醍醐味をご堪能下さい。
【有効期限】発送日より1年【内容
】入漁券1枚（2名まで入場可）※バ
ーベキュー不可、持帰り10尾まで（
2名合計）、ランディングネット1個
、駐車券1台分（※ロッド、リール
、ルアー等は含まれていません。）
◆秋川国際マス釣場（042-596-0568
）

〔特産品セット16番〕

30,000円

熟成醤油、秋川牛ビーフカレーやさ
しみこんにゃくなど、人気特産品8
種を詰合せたセットです。【内容】
五郎兵衛醤油1L×1、めんつゆ1L×1
、さしみこんにゃく×1、多摩のは
ちみつ250g×1、のらぼう黒豆×1、
サンちゃんストラップ×1、秋川牛
ビーフカレー×5、くんせいチーズ
ブロック×1◆いろどり屋（042-550
-4552）

〔特産品セット15番〕

30,000円

多摩のはちみつやのらぼうそばなど
、特産品12種を詰合せたセットです
。【内容】めんつゆ360ml×1、秋川
牛ビーフカレー×3、生芋玉こんに
ゃく×1、くんせいチーズブロック
×1、くんせいチーズカット（プレ
ーン・ペパー）×1、のらぼうそば
×1、よもぎうどん×1、多摩のはち
みつ250g×1、五郎兵衛醤油1L×1、
一穂のみそ×1、とうもろこし黒豆
×1、しゃもカレー×1
◆いろどり屋（042-550-4552）

〔特産品セット14番〕

30,000円

秋川牛のカレーやくんせいチーズ、
はちみつなどを詰合せた定番人気の
セットです。【内容】めんつゆ1L×
1、しゃもカレー×1、秋川牛ビーフ
カレー×2、のらぼうそば・うどん
各1、梅うどん×1、よもぎそば×1
、くんせい粉チーズ×1、くんせい
チーズブロック×1、多摩のはちみ
つ470g×1、ドレッシング×1、巾着
◆いろどり屋（042-550-4552）

〔特産品セット13番〕

20,000円

くんせい玉子やカレー、うどんなど
定番人気の特産品を詰合せたセット
です。【内容】めんつゆ360ml×1、
丸大豆醤油360ml×1、くんせい玉子
×1、多摩のはちみつ300g×1、豚カ
レー×1、秋川牛ビーフカレー×2、
よもぎそば×1、のらぼううどん×1
、山芋そば×1◆いろどり屋（042-5
50-4552）

〔特産品セット12番〕

20,000円

大好評の醬油2種類が入った近藤醸
造の醬油セットです。【内容】五郎
兵衛醬油1L×2、めんつゆ1L×1、ゆ
ずポン酢1L×2、丸大豆醤油1L×1、
ドレッシング×1◆いろどり屋（042
-550-4552）

〔特産品セット11番〕

20,000円

高級秋川牛や東京しゃもなどのカレ
ーを贅沢に詰合せたカレー三昧セッ
トです。【内容】秋川牛ビーフカレ
ー×7、豚カレー×2、しゃもカレー
×2◆いろどり屋（042-550-4552）

〔特産品セット10番〕

20,000円

はちみつ好きの方必見！多摩のはち
みつセットです。【内容】多摩のは
ちみつ220g×2、250g×1◆いろどり
屋（042-550-4552）

〔特産品セット9番〕

20,000円

のらぼうを使用したうどんやそば、
はちみつなど特産品10種を詰合せた
人気のセットです。【内容】多摩の
はちみつ250g×1、めんつゆ360ml×
1、ノンオイルドレッシング360ml×
1、くんせいチーズブロック×1、の
らぼううどん・そば各1、梅うどん
×1、よもぎそば×1、のらぼうふり
かけ×1、のらぼう黒豆×1◆いろど
り屋（042-550-4552）
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東京都　あきる野市

〔特産品セット8番〕

20,000円

あきる野商工会いろどり屋厳選の特
産品を詰合せたセットです。【内容
】さしみこんにゃく×1、くんせい
チーズブロック×1、くんせい玉子
×1、多摩のはちみつ75g×1、めん
つゆ360ml×1、のらぼうそば×1、
よもぎそば×1、うどん×1、秋川牛
ビーフカレー×4◆いろどり屋（042
-550-4552）

〔特産品セット7番〕

10,000円

特産品ののらぼうやよもぎのそば、
はちみつなどを詰合せたセットです
。【内容】めんつゆ360ml×1、豚カ
レー×1、くんせいチーズカット×1
、多摩のはちみつ75g×1、よもぎそ
ば・うどん各1、のらぼうそば×1◆
いろどり屋（042-550-4552）

〔特産品セット6番〕

10,000円

4種類のくんせいとゆずポン酢を詰
合せたセットです。【内容】くんせ
い玉子×1、くんせいチーズブロッ
ク×1、くんせいチーズカット（プ
レーン・ペパー）×1、くんせい粉
チーズ×1、ゆずポン酢360ml×1◆
いろどり屋（042-550-4552）

〔特産品セット5番〕

10,000円

大人気の牛、豚、しゃものカレーを
詰合せたセットです。【内容】秋川
牛ビーフカレー（甘口）×1、秋川
牛ビーフカレー（中辛）×1、秋川
牛ビーフカレー（辛口）×1、豚カ
レー×1、しゃもカレー×1、サンち
ゃん塩◆いろどり屋（042-550-4552
）

〔特産品セット4番〕

10,000円

五郎兵衛醤油やはちみつなど、人気
の特産品5種を詰合せたセットです
。【内容】五郎兵衛醤油360ml×1、
さしみこんにゃく×1、しゃもカレ
ー×1、多摩のはちみつ75g×1、粉
チーズ×1◆いろどり屋（042-550-4
552）

〔特産品セット3番〕

10,000円

のらぼうそばや秋川牛のカレーなど
、あきる野商工会厳選の特産品5種
を詰合せたセットです。【内容】ノ
ンオイルドレッシング360ml×1、き
れっぱしこんにゃく×1、秋川牛ビ
ーフカレー×3、のらぼうそば×1、
よもぎそば×1◆いろどり屋（042-5
50-4552）

〔特産品セット2番〕

10,000円

のらぼうふりかけやこんにゃくなど
、人気の特産品6種を詰合せたセッ
トです。【内容】生芋玉こんにゃく
×1、ラグビーこんにゃく×1、秋川
牛ビーフカレー×2、のらぼうふり
かけ×1、くんせいチーズカット×1
、巾着◆いろどり屋（042-550-4552
）

〔特産品セット1番〕

10,000円

秋川牛のカレーやくんせい玉子、は
ちみつなど特産品5種を詰合せたセ
ットです。【内容】のらぼうふりか
け×1、とうもろこし黒豆×1、秋川
牛ビーフカレー×1、くんせい玉子
×1、多摩のはちみつ75g×1◆いろ
どり屋（042-550-4552）

喜正セット〔S6〕大吟醸・純米酒1.
8L詰合せ

30,000円

酒造好適米山田錦を高精白し、香り
高く繊細な味の大吟醸と、米本来の
旨みを楽しめる濃醇な味わいの純米
酒のセットです。【内容】大吟醸1.
8L×1、純米酒1.8L×1◆野﨑酒造株
式会社（042-596-0123）

喜正セット〔S1〕純米酒・しろやま
桜1.8L詰合せ

20,000円

米本来の旨みを楽しめる濃醇な味わ
いの純米酒と、香よくすっきりした
味わいで料理を引き立てるしろやま
桜のセットです。【内容】純米酒1.
8L×1、しろやま桜1.8L×1◆野﨑酒
造株式会社（042-596-0123）

喜正セット〔S3〕純米酒・しろやま
桜720ml詰合せ

10,000円

米本来の旨みを楽しめる濃醇な味わ
いの純米酒と、香よくすっきりした
味わいで料理を引き立てるしろやま
桜のセットです。【内容】純米酒72
0ml×1、しろやま桜720ml×1◆野﨑
酒造株式会社（042-596-0123）

千代鶴〔特醸セットAK-1〕大吟醸・
特別純米1.8L詰合せ

30,000円

清冽な地下水で仕込んだ、上品な香
りと深い味わいの大吟醸と、淡麗型
であるがしっかりとうま味のある特
別純米酒のセットです。【内容】大
吟醸1.8L×1、特別純米1.8L×1◆中
村酒造（042-558-0516）
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東京都　あきる野市

千代鶴〔特醸セットAK-2〕純米大吟
醸・東京酒蔵魂純米原酒・柚子酒詰
合せ

30,000円

馥郁とした香りと、上品でやわらか
な味わいの純米大吟醸と、豊かな味
わいの純米原酒、柚子のさわやかな
香りと清酒からのまろやかさが調和
したやや甘口の柚子酒（ゆずざけ）
のセットです。【内容】純米大吟醸
720ml×1、東京酒蔵魂純米原酒720m
l×1、柚子酒500ml×1◆中村酒造（
042-558-0516）

千代鶴〔特醸セットAK-3〕東京酒蔵
魂純米原酒・本格焼酎遊山詰合せ

20,000円

清冽な地下水で仕込んだ、上品な香
りと豊かな味わいの純米原酒と、吟
醸粕を原料にしたマイルドな本格焼
酎遊山（ゆさん）のセットです。【
内容】東京酒蔵魂純米原酒720ml×2
、本格焼酎遊山720ml×1◆中村酒造
（042-558-0516）

千代鶴〔特醸セットAK-4〕純米大吟
醸720ml

20,000円

清冽な地下水で仕込んだ、馥郁とし
た香りと、上品でやわらかな味わい
の純米大吟醸酒です。【内容】純米
大吟醸720ml×1◆中村酒造（042-55
8-0516）

千代鶴〔特醸セットAK-5〕純米吟醸
秋川渓谷・上撰本醸造ふるさとの酒
詰合せ

10,000円

清冽な地下水で仕込んだ、フルーテ
ィーな香りとまろやかな味の純米吟
醸秋川渓谷と、さわやかでやや辛口
の本醸造酒のセットです。【内容】
純米吟醸秋川渓谷720ml×1、上撰本
醸造ふるさとの酒720ml×1◆中村酒
造（042-558-0516）

千代鶴〔特醸セットAK-6〕特別純米
・本格焼酎遊山詰合せ

10,000円

清冽な地下水で仕込み、淡麗型であ
るがしっかりとうま味のある特別純
米酒と、吟醸粕を原料にしたマイル
ドな本格焼酎遊山（ゆさん）のセッ
トです。【内容】特別純米720ml×1
、本格焼酎遊山720ml×1◆中村酒造
（042-558-0516）

千代鶴〔特醸セットAK-7〕柚子酒・
梅酒詰合せ

10,000円

柚子のさわやかな香りと清酒からの
まろやかさが調和したやや甘口の柚
子酒（ゆずざけ）と、梅の酸味と清
酒からのまろやかさが調和した甘さ
ひかえめの梅酒（うめざけ）のセッ
トです。【内容】柚子酒500ml×1、
梅酒720ml×1◆中村酒造（042-558-
0516）

〔N1〕純米酒「八重菊」1.8L

12,000円

八重菊は江戸時代にあった地元の森
田醸造で造っていた銘柄の復刻版で
、あきる野産コシヒカリを100％使
用、熟成による爽やかな酸味とコシ
ヒカリのまろやかな甘みが特徴の純
米酒です。【内容】八重菊1.8L×1
◆有限会社長谷川商事（042-558-21
05）

〔N2〕純米酒「八重菊」720ml

7,000円

八重菊は江戸時代にあった地元の森
田醸造で造っていた銘柄の復刻版で
、あきる野産コシヒカリを100％使
用、熟成による爽やかな酸味とコシ
ヒカリのまろやかな甘みが特徴の純
米酒です。【内容】八重菊720ml×1
◆有限会社長谷川商事（042-558-21
05）

〔AMY-6〕キッコーゴ調味料6本セッ
ト

11,000円

国産の大豆と小麦で仕込んだ「キッ
コーゴ丸大豆醤油」、風味豊かな「
ゆずぽん酢」、本醸造醤油を使用し
た万能つゆのもと「めんつゆ」のセ
ットです。【内容】丸大豆醤油1L×
2、めんつゆ1L×2、ゆずぽん酢360m
l×2◆近藤醸造株式会社（042-595-
1212）

〔GS-3〕キッコーゴ五郎兵衛醤油3
本セット

10,000円

国産の大豆と小麦で、旨味成分が多
く含まれるよう仕込んだ「キッコー
ゴ五郎兵衛醤油」のセットです。【
内容】五郎兵衛醤油1L×2、360ml×
1◆近藤醸造株式会社（042-595-121
2）

〔AMY-3〕キッコーゴ丸大豆醤油ほ
か3本セット

6,000円

国産の大豆と小麦で仕込んだ「キッ
コーゴ丸大豆醤油」、風味豊かな「
ゆずぽん酢」、本醸造醤油を使用し
た万能つゆのもと「めんつゆ」のセ
ットです。【内容】丸大豆醤油1L×
1、めんつゆ1L×1、ゆずぽん酢360m
l×1◆近藤醸造株式会社（042-595-
1212）

キッコーゴ調味料3本セット

5,000円

国産の大豆と小麦で仕込んだ「キッ
コーゴ丸大豆醤油」と風味豊かな「
ゆずぽん酢」のセットです。【内容
】丸大豆醤油1L×2、ゆずぽん酢360
ml×1◆近藤醸造株式会社（042-595
-1212）
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〔V-3〕ヴィンヤード多摩ワイン　
「のらぼう」「アワッツァンテ」な
ど4本セット

30,000円

あきる野産のブドウを主体に4種の
ブドウをブレンドした「のらぼう」
などワイン4本セットです。【内容
】のらぼう（ミディアム）490ml×1
、白鶺鴒（辛口）750ml×1、ブラッ
ククイーン（ミディアム）750ml×1
、アワッツァンテ（辛口）750ml×1
◆株式会社ヴィンヤード多摩

〔V-2〕ヴィンヤード多摩ワイン　
「のらぼう」「ロザート」など3本
セット

20,000円

あきる野産のブドウを主体に4種の
ブドウをブレンドした「のらぼう」
などワイン3本セットです。【内容
】のらぼう（ミディアム）490ml×1
、ロザート（辛口）750ml×1、ナイ
アガラ（辛口）750ml×1
◆株式会社ヴィンヤード多摩

〔V-1〕ヴィンヤード多摩ワイン
「白鶺鴒（ハクセキレイ）」

10,000円

上品なロースト香を纏ったシャルド
ネにトロピカルな香りが特徴のナイ
アガラを日本人好みに合わせてブレ
ンドしたワインです。【内容】白鶺
鴒（辛口）750ml×1◆株式会社ヴィ
ンヤード多摩
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