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新型コロナウイルスの感染拡大で苦戦する十勝管内の食関連事業者をバックアップ！
本プロジェクトを通じて、十勝の食を幅広い方にお値頃な価格で楽しんでいただくことや、

隠れた十勝産品の魅力を知ってもらう事を目的とします。

商品の特性上、ご進物としての承りは出来ませんのでご了承ください。

・十勝産品（乳製品、肉、魚、加工品など） 47事業者・82アイテムを、定価の3割引で販売（道の「道産品消費喚起特別割引事業」を活用）
※なお、割引分の予算がなくなった時点で販売は終了となります。

☆チラシに掲載の商品は一部です。ぜひ公式特設サイトをご覧ください！

【帯広市／おかだ商産】
北海道十勝産どろぶた
高級しゃぶしゃぶ食べ比べ
セット
通常価格 4,320円(税込)
販売価格 3,024円(税込)

【帯広市／お食事処～心花～】
十勝ときめき豚丼セット
通常価格 3,500円(税込)
販売価格 2,450円(税込)

【帯広市／トヨニシファーム】
豊西牛ヒレステーキ＆
サーロインステーキセット
通常価格 9,720円(税込)
販売価格 6,804円(税込)

【帯広市／ぶた丼のとん田たれ
工房】
ぶた丼のとん田 豚丼セット
通常価格 3,500円(税込)
販売価格 2,450円(税込)

【帯広市／宇野フーズ】
北海道産
天然干帆立貝柱1等検定品
通常価格 5,940円(税込)
販売価格 4,158円(税込)

【帯広市／SAIMARU】
香りつゆとごぼうダシと
とか蜜のセット
通常価格 4,444円(税込)
販売価格 3,111円(税込)

※配送料金が別途かかります。また、すべてのお品物は個別での配送となります。抱き合わせ配送はご容赦ください。

【帯広市／十勝ナチュレ】
十勝ナチュレピザセット
通常価格 4,320円(税込)
販売価格 3,024円(税込)

【帯広市／晴café】
晴café低糖クッキーBOX
通常価格 3,200円(税込)
販売価格 2,240円(税込)

【帯広市／珈琲専科ヨシダ】
十勝焙煎野菜10パック
４箱詰合せ
通常価格 3,726円(税込)
販売価格 2,609円(税込)

【帯広市／ランチョ･エルパソ】
どろぶた厳選詰合せセットA
通常価格 5,026円(税込)
販売価格 3,519円(税込)

【帯広市／十勝ヌップク
ガーデン】
A-5 ステーキ食べ比べ
セット
通常価格 31,684円(税込)
販売価格 22,179円(税込)

【帯広市／とかちﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾈｯﾄﾜｰｸ】
十勝地サイダー
（6種類/12本セット）
通常価格 4,000円(税込)
販売価格 2,800円(税込)

【帯広市／RICOLORE】
ゴルゴンゾーラの
ベイクドチーズケーキ＆
十勝産ポテトフライ
通常価格 3,601円(税込)
販売価格 2,521円(税込)

【帯広市／味想百盛】
飲むヨーグルト（ジャー
ジー、ホルスタイン）
飲み比べセット
通常価格 3,672円(税込)
販売価格 2,571円(税込)

【帯広市／らむ亭】
仔羊ジンギスカン
（3種セット）
通常価格 3,000円(税込)
販売価格 2,100円(税込)

【帯広市／トレトゥール
ケイコ】
シャリュキュトリー
盛り合わせA
通常価格 5,724円(税込)
販売価格 4,007円(税込)

【音更町／十勝品質事業
協同組合】
十勝ラクレット
モールウォッシュ
通常価格 3,240円(税込)
販売価格 2,268円(税込)

【音更町／音更町物産協会】
おとふけうどん
（12袋入り）
通常価格 2,592円(税込)
販売価格 1,815円(税込)



※配送料金が別途かかります。また、すべてのお品物は個別での配送となります。抱き合わせ配送はご容赦ください。

【士幌町／多田畜産】
北秀牛ローストビーフ
＆ハンバーグセット
通常価格 5,000円(税込)
販売価格 3,500円(税込)

【士幌町／at LOCAL】
しほろ牛サーロイン
＆アイスセット
通常価格 5,030円(税込)
販売価格 3,521円(税込)

【鹿追町／鹿追ソーセージ
ファクトリー】
十勝産豚バラ
ベーコンブロック
通常価格 5,400円(税込)
販売価格 3,780円(税込)

【鹿追町／西上経営組合】
「きりぼし大根はえらい」
たっぷりセット
通常価格 3,480円(税込)
販売価格 2,688円(税込)

【新得町／共働学舎新得農場】
たっぷり食べる
チーズセット
通常価格 5,400円(税込)
販売価格 3,780円(税込)

【新得町／広内エゾリスの
谷チーズ社】
エゾリスチーズセット
通常価格 3,564円(税込)
販売価格 2,495円(税込)

【新得町／新得物産】
半生新得生そばセット
8人前
通常価格 3,240円(税込)
販売価格 2,268円(税込)

【新得町／北広牧場】
ほっこうミルクの
のむヨーグルトセット
通常価格 3,000円(税込)
販売価格 2,100円(税込)

【新得町／みうら】
山のひもの屋さん
乳酸菌ひものセット 竹
通常価格 5,400円(税込)
販売価格 3,780円(税込)

【清水町／むらせ農場】
枝豆セット
通常価格 3,600円(税込)
販売価格 2,520円(税込)

【広尾町／山畑商店】
ラーメン・焼きそばセット
通常価格 3,434円(税込)
販売価格 2,403円(税込)

【清水町／ドライブインいとう】
ドライブインいとう
の十勝豚丼セット
通常価格 4,968円(税込)
販売価格 3,478円(税込)

【清水町／十勝スロウフード】
道産牛スネ肉がゴロッと
入ったコクと旨みの
スープカリー
通常価格 9,720円(税込)
販売価格 6,804円(税込)

【清水町／あすなろ
ファーミング】
牧場のカップソフト
アイスセット
通常価格 7,560円(税込)
販売価格 5,292円(税込)

【大樹町／大樹漁業協同組合】
味付けつぶ2種セット
通常価格 6,480円(税込)
販売価格 4,536円(税込)

【広尾町／広尾漁業協同組合】
ししゃも一夜干し
（メス20尾オス20尾）
通常価格 6,480円(税込)
販売価格 4,536円(税込)

【幕別町／大望】
野菜フレーク4種セット
通常価格 4,320円(税込)
販売価格 3,024円(税込)

【幕別町／木川商店】
十勝のコロッケセット
通常価格 3,321円(税込)
販売価格 2,325円(税込)

【幕別町／小田壱】
バラエティー麺セット
通常価格 4,000円(税込)
販売価格 2,800円(税込)

【池田町／ゆたか】
和ちいずセット
通常価格 3,240円(税込)
販売価格 2,268円(税込)

【池田町／十勝池田食品】
北海道産牛ローストビーフ
通常価格 4,860円(税込)
販売価格 3,402円(税込)

【豊頃町／JA豊頃町】
JA豊頃町
切干大根「たんざく」
通常価格 3,500円(税込)
販売価格 2,450円(税込)

【本別町／丸坂つしま商店】
8列とうきびどん菓子
通常価格 5,508円(税込)
販売価格 3,856円(税込)

【本別町／渋谷醸造】
十勝の恵みセット
味噌漬カマン・チーズ
とうがらし
通常価格 8,316円(税込)
販売価格 5,822円(税込)

【本別町／JA本別町】
まめまんま
カレーでナイト
通常価格 3,024円(税込)
販売価格 2,117円(税込)

【足寄町／矢野農園】
あしょろスカッシュ・
サイダーセット
通常価格 3,600円(税込)
販売価格 2,520円(税込)

【陸別町／陸別町観光・物産館】
鹿ロース味噌漬け3種セット
通常価格 2,975円(税込)
販売価格 2,083円(税込)

【浦幌町／ユーエム】
浦幌の大地ジンギスカン
セット（行者ニンニク入り）
通常価格 3,886円(税込)
販売価格 2,721円(税込)

【浦幌町／FMM】
合挽ハンバーグと黒毛和牛セット
通常価格 10,800円(税込)
販売価格 7,560円(税込)
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☆チラシに掲載の商品は一部です。ぜひ公式特設サイトをご覧ください！


