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東京都 あきる野市

【2021年】東京サマーランド〔1Dayパス
招待券2枚〕
30,000円
利用期間2021年4月～9月末（屋外プール営業期間
7月～9月）
※4月～6月の営業は、土・日・月曜日のみとなり
ます。
＊本券1枚でお一人様当日限り有効

【2021年】東京サマーランド〔1Dayパス
招待券1枚〕
15,000円
利用期間2021年4月～9月末（屋外プール営業期間
7月～9月）
※4月～6月の営業は、土・日・月曜日のみとなり
ます。
＊本券1枚でお一人様当日限り有効

東京サマーランドゴルフ練習場〔招待券
1枚〕
10,000円
チケット有効期限発送日より1年
＊本券1枚でお一人様当日限り有効
＊本券で入場料、夜間照明料、貸クラブ及び貸ボ
ールが3カゴ（1カゴ60球）まで無料でご利用にな
れます。

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
チケット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
＊本券でご利用いただけるエリアはドッグラン（
貸切エリアを除く）、ハイキングコース、キッズ

FISHUP秋川湖〔2021シーズン〕1日招待
券2枚
30,000円
利用期間2021年10月22日～2022年5月初旬
＊本券1枚でお一人様当日限り有効
＊本券でルアー・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）

FISHUP秋川湖〔2021シーズン〕1日招待
券1枚
20,000円
利用期間2021年10月22日～2022年5月初旬
＊本券1枚でお一人様当日限り有効
＊本券でルアー・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）

【黒毛和牛】秋川牛焼肉セット〔肩ロー
ス500g・もも肉500g〕
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。

【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。

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。
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東京都　あきる野市

【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。

【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。
※当品は油で揚げてお召し上がりいただけます。
お召し上がりの際は、中心までしっかり揚がって

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。

取扱店：松村精肉店

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。

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。

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★
※ご利用希望日の1週間前までに電話にてご予約
ください。
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。

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。
ゆったりとした雰囲気の中で、お子様から女性の
方まで楽しく釣りができます。
皆さまのお越しをお待ちしております。

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。
ゆったりとした雰囲気の中で、お子様から女性の
方まで楽しく釣りができます。
皆さまのお越しをお待ちしております。

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。
ゆったりとした雰囲気の中で、お子様から女性の
方まで楽しく釣りができます。
皆さまのお越しをお待ちしております。
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東京都　あきる野市

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。
ゆったりとした雰囲気の中で、お子様から女性の
方まで楽しく釣りができます。
皆さまのお越しをお待ちしております。

〔特産品セット11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。
あきる野市のイメージキャラクター「森っこサン
ちゃん」のストラップも入っています。

〔特産品セット10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。

取扱店：いろどり屋
TEL：042-550-4552

〔特産品セット9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。

取扱店：いろどり屋
TEL：042-550-4552

〔特産品セット8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。

取扱店：いろどり屋
TEL：042-550-4552

〔特産品セット7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。

取扱店：いろどり屋
TEL：042-550-4552

〔特産品セット6番〕

20,000円
高級秋川牛や東京しゃものカレーを贅沢に詰合せ
たセットです。
あきる野市のイメージキャラクター「森っこサン
ちゃん」のストラップも入っています。

〔特産品セット5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。

取扱店：いろどり屋
TEL：042-550-4552

〔特産品セット4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。

取扱店：いろどり屋
TEL：042-550-4552
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東京都　あきる野市

〔特産品セット3番〕

10,000円
大人気の秋川牛と、しゃものカレーを詰合せたセ
ットです。
あきる野市のイメージキャラクター「森っこサン
ちゃん」のかわいいお塩も入ってます。

〔特産品セット2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。

取扱店：いろどり屋
TEL：042-550-4552

〔特産品セット1番〕

10,000円
のらぼううどんや秋川牛カレーなど、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。

取扱店：いろどり屋
TEL：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。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。
取扱店：野﨑酒造株式会社

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。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。
取扱店：野﨑酒造株式会社

喜正セット〔S3〕純米酒・しろやま桜72
0ml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。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。
取扱店：野﨑酒造株式会社

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。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。
取扱店：中村酒造

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
やや甘口の柚子酒のセットです。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。

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。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。
取扱店：中村酒造
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東京都　あきる野市

千代鶴〔特醸セットAK-4〕純米大吟醸72
0ml
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。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。
取扱店：中村酒造
TEL：042-558-0516

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…
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。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。
取扱店：中村酒造

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。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。

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の
セットです。
※20歳未満の飲酒は、法律で禁止されています。

〔N1〕純米酒「八重菊」1.8L1本

12,000円
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。
八重菊は、江戸時代にあった地元の森田醸造で造
っていた酒の銘柄で、ラベルは当時のものを復刻

〔N2〕純米酒「八重菊」720ml1本

7,000円
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。
八重菊は、江戸時代にあった地元の森田醸造で造
っていた酒の銘柄で、ラベルは当時のものを復刻

〔N3〕純米生酒「八重菊」720ml1本

7,000円
あきる野産コシヒカリを100％使用、爽やかな香
り、お米の旨味と甘味が特徴の純米生酒です。
八重菊は、江戸時代にあった地元の森田醸造で造
っていた酒の銘柄で、ラベルは当時のものを復刻
。

〔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。

〔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。
つけかけ用におすすめをしております。
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〔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。

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
。

近藤醸造株式会社

〔V-3〕ヴィンヤード多摩ワイン「甲州
」「甲州遅摘み」の2本セット
15,000円
爽やかな香りと酸味、心地よい渋みとミネラル感
の「甲州」と、ふくよかさとシャープな酸味がバ
ランス良く溶け込んだ「甲州遅摘み」のワイン2
本セットです。
どちらも甲府盆地東部の恵まれた土地で育てたブ

〔V-2〕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。
ヴィンヤード多摩のワインは東京あきる野産の他
、近郊の山梨、長野、栃木産のぶどうを使用し、

〔V-1〕ヴィンヤード多摩ワイン「のら
ぼう」
7,000円
あきる野自社畑のブドウを主体に4種の黒ブドウ
をブレンドしたワインです。
ヴィンヤード多摩のワインは東京あきる野産の他
、近郊の山梨、長野、栃木産のぶどうを使用し、
あきる野市内の醸造所でワインを造っています。

山岳用小型発煙筒「ポッケム」

10,000円
登山における道迷い、動けなくなった時に使える
40gの小型の発煙筒です。
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