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取扱一時休止商品のお知らせ 

平素は、北海道十勝未来ギフトをご利用頂き、誠にありがとうございます。 

この度、北海道・十勝 ギフトカタログ ２０１８年版におきまして、 

2020 年 5 月 31 日到着分をもちまして、下記の商品の取扱を一時休止させて頂くこととなりました。 

何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

【畜産物】   Ａ４０２６ 十勝池田ローストビーフ＆ソーセージ詰め合わせ 

        Ａ４０２７ 十勝池田ローストビーフ＆スパイスビーフ 

        Ａ４０２８ 十勝池田ローストビーフ 

【海産物】   Ａ４０４４ 箱館十二単 

        Ａ４０４５ 布目伝心 

        Ａ４０４６ 海鮮紀行６点 

        Ａ４０６３ 北の匠煮 

【麺類】    Ａ４０６１ 新得そば詰め合わせ 

【乳製品】   Ａ４０６２ はやきたチーズセット 

 

★その他取扱終了品★ 

【スイーツ】  Ａ４００７ 昭和製菓 菓子詰め合わせ 

Ａ４００８ ホッカイドウプレミアム１０個セット 

【乳製品】   Ａ４００２ チーズバラエティセット 

【収穫農産物】 Ａ４０５５ 北海道産ななつぼし・おぼろづきセット 

Ａ４０５９ 十勝産じゃがいも食べ比べセット 

 Ａ４０６０ 大正メークイン・玉葱・ゆめぴりかセット 

【畜産物】   Ａ４０１９ ふらの和牛 焼肉セット 

Ａ４０２０ ふらの和牛 もも すき焼き 

Ａ４０２１ 味付きジンギスカンセット 

【海産物】   Ａ４０４０ 北のたらこ・明太子セット 

        Ａ４０４７ ずわいかに爪 

        Ａ４０５０ ホタテバター焼き 

        Ａ４０５２ 数の子松前漬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



商品内容変更のお知らせ 

平素は、北海道十勝未来ギフトをご利用頂き、誠にありがとうございます。 

この度、北海道・十勝 ギフトカタログ ２０１８年版におきまして、 

下記の商品内容を変更させて頂くこととなりました。 

2019 年 3 月 1 日受注分より下記の内容となります。 

何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

【スイーツ】 

 Ａ４０１０ 十勝スイーツ三昧（旧）１３個          → （新）１２個 

【海産物】 

 Ａ４０４１ イクラ醤油漬け （旧）内容量７０ｇ×４個    → （新）内容量５０ｇ×４個 

 Ａ４０４１ 石狩鍋セット  （旧）秋鮭切身（４０ｇ）６個  → （新）秋鮭切身（４０ｇ）４個 

    ボイル帆立６個           ボイル帆立６個 

    ボイル甘えび１２個         ボイル甘えび１２個 

    つみれ（かに入・えび入       つみれ（かに入・えび入 

     とりごぼう）各３個         とりごぼう）各３個 

    バーナ貝 4 個             

    ツボ抜きするめいか２個       ツボ抜きするめいか１個 

     うどん（２５０ｇ）１個       うどん（２５０ｇ）１個 

    たれ付き              たれ付き 

 



北海道をたのしむギフトカタログ２０１８年度版　取扱状況

平素は、北海道十勝未来ギフトをご利用頂き、誠にありがとうございます。

２０１８年度版の取り扱い状況をご確認の上、お申し込み下さい。 2020/6/1現在

商品番号 商品名 取扱 備考 ページ

Ａ４０１０ 十勝スイーツプリン三昧 入数13個→12個 スイーツ

Ａ４０１１ ５種のベリー　贅沢レアチーズケーキ・マンゴープリン スイーツ

Ａ４０１２ 乳蔵　北海道ロールケーキ・タルトケーキ スイーツ

Ａ４００６ 町村農場　アイスクリームセット スイーツ

Ａ４００７ 昭和製菓　菓子詰合せ 終了 スイーツ

Ａ４００８ ホッカイドウプレミアム１０個セット 終了 内容量120ml→100ml スイーツ

Ａ４００２ チーズバラエティーセット 終了 乳製品

Ａ４０６２ はやきたチーズセット 休止 乳製品

Ａ４０５５ 北海道産ななつぼし・おぼろづきセット 終了 収穫農産物

Ａ４０５６ 北海道産おぼろづき７ｋｇ 収穫農産物

Ａ４０５９ 十勝産じゃがいも食べ比べセット 終了 収穫農産物

Ａ４０６０ 大正メークイン・玉葱・ゆめぴりかセット 終了 収穫農産物

Ａ４０１５ 牛とろフレークセット 畜産物

Ａ４０１７ トンデンファームギフト 畜産物

Ａ４０１９ ふらの和牛・焼肉セット 終了 畜産物

Ａ４０２０ ふらの和牛・もも　すき焼 終了 畜産物

Ａ４０２１ 味付きジンギスカンセット 終了 畜産物

Ａ４０２２ 北海道　手作りハムギフト 畜産物

Ａ４０２４ バルナバハム　バラエティーセット 畜産物

Ａ４０２６ 十勝池田　ローストビーフ＆ソーセージ詰合せ 休止 畜産物

Ａ４０２７ 十勝池田　ローストビーフ＆スパイスビーフ 休止 畜産物

Ａ４０２８ 十勝池田　ローストビーフ 休止 畜産物

Ａ４０３３ かみこみしゃぶしゃぶセット 畜産物

Ａ４０３０ 十勝牛　すき焼きギフト 畜産物

Ａ４０３１ かみこみ豚・十勝牛しゃぶしゃぶセット 畜産物

Ａ４０３２ かみこみ豚・十勝牛すき焼きギフト 畜産物

Ａ４０３４ かみこみ豚丼セット 畜産物

Ａ４０３５ 帯広江戸屋の豚丼の具 畜産物

Ａ４０３６ ローストビーフ・カマンベールチーズ 畜産物

Ａ４０３７ ローストビーフ・北海道ビーフグラタン 畜産物

Ａ４０３８ ローストビーフ・北海道チキンドリア 畜産物

Ａ４０３９ ローストビーフ・北海道清水牛ハンバーグ 畜産物

Ａ４０５８ ローストビーフ・しゅうまい 畜産物

Ａ４０４０ 北のたらこ・明太子セット 終了 海産物

Ａ４０４１ イクラ醤油漬 内容量70g→50g 海産物

Ａ４０４４ 箱館十二単 休止 海産物

Ａ４０４２ 石狩鍋セット セット内容変更 海産物

Ａ４０４５ 布目伝心 休止 海産物
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商品番号 商品名 取扱 備考 ページ

Ａ４０４６ 海鮮紀行６点 休止 海産物

Ａ４０４７ ずわいかに爪 終了 海産物

Ａ４０４８ ずわいかにしゃぶ 海産物

Ａ４０４９ 羅臼産秋鮭の漬魚味比べ 海産物

Ａ４０６３ 北の匠煮 休止 海産物

Ａ４０５０ ホタテバター焼き 終了 海産物

Ａ４０５１ 馨たらこづくし 海産物

Ａ４０５２ 数の子松前漬 終了 海産物

Ａ４０５７ 繁盛店ラーメン２０食 麺類

Ａ４０６１ 新得そば詰合せ 休止 麺類

Ａ４０５３ 北海道ディナーセット 加工品

Ａ４０５４ 北海道ディナーセットＡ 加工品
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