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一般社団法人七飯大沼国際観光コンベンション協会
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山川牧場 幻の牛「ジャー黒」

焼ハンバーグ・カレーセット

賞味期限：
冷凍で６か月ほど

３

２

特濃牛乳・のむヨーグルトセット

￥7,130（税込・送料込み）

￥5,620（税込・送料込み）

ジャージー牛と黒毛和牛を掛け合わ
せた希少な品種「ジャー黒」は濃厚
な味が特徴。温めるだけで本格的な
ハンバーグとカレーが楽しめる「焼
きハンバーグ」とカレーをセットに
しました。

牛を育てる牧草地からこだわって作り上げた
自慢の一品。ジャージー牛とホルスタインの
牛乳をブレンドした濃厚な味わいです。
75℃15分殺菌、無調整・無均質で生乳本来の
味をお楽しみいただけます。

・ジャー黒 焼ハンバーグ100g ×5個
・ジャー黒 カレー（2人前400g）×3袋

賞味期限：
製造日から5日間

久保田牧場チーズ研究所
モッツアレラ・カマンベールチーズセット

賞味期限：
お届けから約２週間ほど

山川牧場ミルクプラント

４

・特濃牛乳900㎖瓶入り ×2本
・コーヒー牛乳180㎖瓶入り ×5本
・飲むヨーグルト900㎖ ×2本

山川ファームモータウンファクトリー
プレミアム熟成赤身肉Best3セット

￥4,300（税込・送料込み）

￥4,800（税込・送料込み）

豊かな大自然が生きている、手作り
の美味しさをそのままお届けいたし
ます。モッツアレラはスライスして
トマトやバジルと一緒に、オリーブ
オイルを掛けて。
カマンベールは心地よい香りとまろ
やかな風味をお楽しみください。

七飯町・大沼の豊かな自然の中で肥育
された柔らかく美味しい赤身肉を低温
熟成させ、旨味を凝縮しました。
牛肉がたっぷり入ったビーフカレーに
コロッケ、うす切り肉の味噌漬けは、
当店の人気BEST３です。
自慢の味を是非ご賞味ください。

・モッツアレラチーズ
180g×１袋（2個入り）
・カマンベールチーズ165g ×2個
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・山川牛塾王みそ漬け（うす切り）300g ×1個
賞味期限:
・山川牛熟王ビーフカレー（1人前250g）×2個
冷凍で４ヵ月ほど ・山川牛熟王コロッケ3個入り×1袋

～ 七飯町・大沼公園の商品は下記ネットショップからも購入可能です。是非ご利用ください。 ～
【ブロイハウス大沼（大沼ビール）】

【はこだてわいん葡萄館（ワイン）】

横津岳の伏流水、天然アルカリイオン水
で醸造された地ビールは国内外から定評
があります。生きたビール酵母のコクの
ある味わいをお楽しみください。

独自の「しばれづくり製法」で醸造された
ワインや北海道100シリーズ、りんごのシー
ドルなど、ワイン業界からも高い評価を受
けているワイナリーです。

TEL:0138-67-1611
営業時間 9:00～17:00、火曜定休
HP: https://onumabeer.com/shop/

TEL: 0138-65-8170
営業時間 10:00～17:30、火曜定休
HP: https://hakodatewine.shop-pro.jp/

【三月の羊（焼き菓子）】

１ホールずつお箱に入れ、
２箱セットでお届けします。

【七飯町道の駅なないろ・ななえ】

大沼湖畔に佇むカフェ＆ベーカリー。
北海道産小麦を使用、バターや卵、砂糖
も体にやさしい素材を使っています。
かわいらしい羊型の焼き菓子やパウンド
ケーキも人気です。
TEL: 0138-67-2077
営業時間 10:00～16:00
月火水定休、冬季は通販のみ。
HP: https://rumlamb.cart.fc2.com/

七飯のりんごを使ったスイーツやわかさぎ
加工品、カレーや大沼牛（冷凍）、ガラナ
に王様しいたけ（乾燥）など、お好みの品
をご注文いただけます。館内では新鮮野菜
や周辺地域の特産品も扱っています。

５

TEL: 0138-86-5195
営業時間 9:00～18:00
HP: https://shop.nanairo-nanae.jp/

ターブル・ドゥ・リバージュ

七飯産りんごのアップルパイ２個
￥4,150 （税込・送料込み）

≪ご注文方法≫
※ダンボール箱に2箱まとめ
てお届けします。

・右ページのFAX注文用紙を切り取り、必要事項をご記入の上、FAXください。お電話・メールでも承ります。
FAX注文後、当協会から確認書を返信いたします。一日経っても返信が届かない場合はお問合せください。
・送料について・・・当パンフレットに表示の価格は、全て関東・信越地方までの送料込みの価格です。

関東・信越地方：東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野・新潟
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賞味期限：
冷凍で約１か月

THE DANSHAKU LOUNGE

チーズケーキ食べ比べセット
￥4,500 （税込・送料込み）

西洋リンゴ発祥の地、七飯町産のりんご
は王林・ふじ・シナノスイートの３種類
を使用。果肉の旨味に香り高いアーモン
ドクリームを加えることで、酸味と甘み
がマッチしたまろやかな味わいを引き出
しています。

男爵いもを使った、味も食感も違う
２種類のチーズケーキ。どちらも男爵
いもの香りが癖になります。北海道の
素材にこだわって作られている、めず
らしい男爵いものスイーツ。おうちで
ゆっくり食べ比べしてみませんか？

※７月１７日からご注文を受け付け
いたします。
賞味期限：
冷凍で約１か月

・七飯産りんごのアップルパイ
（直径13㎝）× 2箱

・男爵チーズケーキ（8個入）×1箱
・男爵バスクチーズケーキ×4個

※同一住所への複数個ご注文の場合等はお問合せ下さい。
※北海道内への配達の場合、北海道版パンフレットをご覧ください。
（ＨＰ「大沼ップ」からもご覧いただけます。）
※その他の地域の場合は、商品毎に送料の差額が異なります。お電話等でご確認ください。

・発送について・・・代金のお振込みが確認出来次第の発送となります。
また、商品により在庫が準備出来次第の発送となる場合がありますのでご注意ください。
配達希望日の指定がある場合は、余裕をもってご注文下さい。
パンフレット有効期限内であっても、都合により販売が終了する場合があります。
ご了承ください。
・返品・交換・キャンセル・・・商品の性質上、ご注文後のキャンセル及び返品・交換は原則お受けできません。
また、商品についてお気づきの点等がありましたら、下記までお問い合わせください。
・個人情報について・・・お客様のご住所・電話番号等の個人情報は、ご注文内容に関わる確認の連絡又は次回の
特産品通販のご案内等に使用させていただく場合がありますが、それ以外で使用することは
一切ございません。
・お支払い方法・・・下記口座へのお振込みをお願い致します。（振込手数料はお客様のご負担でお願い致します）
【金融機関名】 ゆうちょ銀行（金融機関コード９９００）
口座記号・番号：
１９４９０-０-５００１０３１
名
義 ： 一般社団法人七飯大沼国際観光コンベンション協会
（ゆうちょ銀行以外の銀行からお振込みの場合）
店
番 ： ９４８
口 座 番 号 ： 普通 ０５００１０３

TEL: 0138-67-3020 FAX: 0138-67-2176
公式ＨＰ「大沼ップ」http://onumakouen.com/

代表者 川村晃也
開館時間 8:30～17:30

８

りんごジュース・ぶどうジュース

沼の家・つしま謹製・旭屋・あうん堂

七飯町・大沼公園特産品セット
￥5,130（税込・送料込み）

￥4,500（税込・送料込み）

大沼だんご「沼の家」謹製の紅葉
羊羹を始め、特産品わかさぎの
佃煮や川えびの佃煮、老舗ホテル
「旭屋」の玉葱ドレッシングを
詰め合わせました。毎日の食卓で
大沼の味をお楽しみください。

七飯町産りんご100％のストレートジュース
は、フルーティーな味と香りをお楽しみい
ただけます。北海道産キャンベル・アー
リー種ぶどう100％のジュースは、葡萄にこ
だわるワイナリーならではの贅沢な味わい。
濃厚で甘酸っぱいジュースです。
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【お問合せ・お申込先】 一般社団法人七飯大沼国際観光コンベンション協会
041-1354 北海道亀田郡七飯町字大沼町85-15

７

はこだてわいん

箱サイズ：横32×縦22×高さ9㎝

賞味期限：
りんごジュース
ぶどうジュース

2年
1年

・りんごジュース720㎖
・ぶどうジュース720㎖

× 2本
× 1本
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賞味期限：
紅葉羊羹・・・７か月ほど
わかさぎ佃煮他・・１か月ほど
ドレッシング・・２か月ほど

・沼の家 紅葉羊羹 ×2本
・つしま謹製 わかさぎ佃煮
・つしま謹製 川えび佃煮
・あうん堂 わかさぎ筏焼き
・旭屋 玉葱ドレッシング

ななえ

七飯町は“西洋りんご発祥の地”
七飯町は、日本で初めて西洋りんごが栽培された町です。
ガルトネルというプロシア（現ドイツ）商人が、江戸末
期に海外から取り寄せた西洋りんごなどの果樹栽培を始
めました。その後、りんごの木は「七重官園」と呼ばれ
る試験農場に引き継がれ、現在でも多くの品種が栽培さ
れています。

大沼地区は酪農が盛んな地
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大沼公園スイーツセット
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クッキー・乾燥リンゴ・非加熱はちみつ他

箱サイズ：
横32×縦22×高さ9㎝

函館大沼プリンスホテル
ホテルシェフのパウンドケーキセット

￥4,980（税込・送料込み）

￥5,330（税込・送料込み）

大沼湖畔に佇む「三月の羊」のクッキーは
北海道産小麦やバターを使用しています。
乾燥リンゴは七飯産りんご100％。１袋に
りんご１個分が入っています。七飯産りん
ごのジャムをたっぷり使ったラスクと大沼
産の非加熱はちみつを詰め合わせました。

七飯町産リンゴとレモンのパウンドケーキ、
森町みよいカボチャと箱館醸造の日本酒
「郷宝」の酒粕を使ったパウンドケーキ、
くるみとドライフルーツのパウンドケーキ
の３種を各４枚ずつ詰め合わせました。
ホテルメイドの味をお楽しみください。
箱サイズ：
横23×縦21.5×高さ6.5㎝

・三月の羊 クッキー缶 × 1個
・クッキー（クルミ・いちご・ココア）各1袋
賞味期限：
・ぽぽろ館 乾燥リンゴ100ℊ × 2袋
乾燥りんご 約1年
非加熱はちみつ 約１年
・ベーカーズベーカリー りんごのラスク ×1袋
クッキー他 1週間以上～1か月 ・ガロハーブガーデン 非加熱はちみつ80ℊ ×1個

賞味期限：
製造から7日間

＊箱館醸造は、2021年七飯町に誕生した酒蔵です。
大野平野で栽培されたお米を使用し、横津岳の
伏流水で日本酒を醸造しています。

・ホテルシェフのパウンドケーキ３種 計１２枚
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七飯町の酪農の歴史も江戸時代までさかのぼります。
箱館開港と共に外国人に提供する牛肉や牛乳などを生産
するため、当時の箱館奉行所は大沼公園からほど近い軍川
（いくさがわ）に牧場を設置しました。
その後、大沼地区では入植者などによる牧場経営が行われ、
現在でも酪農が盛んで乳牛や肉牛も肥育されています。

七飯町産りんご・農産物セット

しろたい

￥5,000（税込・送料込み）

※写真は町営城岱牧場。大沼地区の牧場の牛たちが放牧されています。

七飯町産りんごとジャガイモやカボチャ
など、旬の農産物をセットにしてお届け
致します。りんご・野菜の種類は時期に
より異なります。何が届くかはお楽しみ
に！時期により、駒ケ岳山麓、森町産の
野菜が入る場合があります。

（イメージ）

※ご注文は、９月中旬から受付
いたします。

・七飯町産りんご
段ボール箱に詰め合わせて
お送りします。（ご自宅用） ・七飯町産野菜（時期により森町産）

グレー

白

（イメージ）

たかせ
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11 ななえ漬け3種・大人の塩辛セット

￥4,770（税込・送料込み）

賞味期限：各40日
・元祖ななえ漬け100g
・ななえ漬け林檎入り 100g
・ななえ漬け川えび入り100g

夢水気500㎖24本（オリジナルラベル）
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沢出毛皮店

3

横津山系七飯岳の地下から湧出する
岩清水は、常温で飲んでもおいしい
アルカリイオン水です。非加熱製法
で自然の味をそのままボトリング。
駒ケ岳と大沼湖、自然豊かな大沼国
PH値 8.2（弱アルカリ性）
定公園をイメージした当協会のオリ
硬度 26.4㎎/ℓ（軟水）
ジナルラベルです。
100㎖中のミネラル分： ・七飯大沼国際観光コンベンション協会
ナトリウム1.08㎎
オリジナルラベル ミネラルウォーター
マグネシウム0.24㎎
ペットボトル 500ml × 24本
カリウム0.10㎎
賞味期限：６か月以上
カルシウム0.58㎎
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フォックスファーチャーム

￥3,840（税込・送料込み）

七飯産の切干大根や函館産がごめ
昆布が入った「元祖ななえ漬け」と
リンゴ入り、大沼湖の川エビ入りの
「ななえ漬け」３種に、赤ワインや
りんご果汁、味噌を使った特色ある
塩辛など7種のセットです。
ごはんやお酒が進むこと、間違い
なしです！
・大人の塩辛みそワイン100 g
・大人の塩辛みそ辛ラー油100g
・おばあのみそ味いか塩辛 180g
・おじいのお茶漬け松前漬け125g

ワッズ アルカリイオン水

七飯大沼国際観光コンベンション協会

「七飯・大沼の四季」2022カレンダー

おひとつ￥2,700（税込・送料込み）

￥1,150（税込・送料込み）

デザインから製造まで、すべて手づくり
の毛皮製品は、肌触りの心地よさだけで
なく作り手の温かさも伝わります。
もふもふと豪華なフォックスのチャーム
をお楽しみください。

フォトコンテスト入賞作品で作る「七飯・
大沼の四季」カレンダーは、来年で８年目
となります。大沼公園・七飯町の四季折々、
様々な表情を是非お楽しみください。
また、今年から新企画「私のお気に入りの
場所」の写真とエピソードが色を添えます。
7月31日まで募集していますので、ご応募も
是非お待ちしております！

※ 白（シャドーフォックス）又は
グレー（ブルーフォックス）の
どちらかをお選びください。
薄紙に包み、お箱に
入れてお届けします。

・フォックスキーホルダー
サイズ（白・グレー共通）
頭からしっぽまで約19㎝、幅約10㎝

Ａ４サイズの封筒で
郵送致します。
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・「七飯・大沼の四季」カレンダー
見開き（縦443mmｘ310mm）
壁掛けタイプ

一般社団法人七飯大沼国際観光コンベンション協会

