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千葉県 一宮町

九十九里トライアスロン2022参
加権【ミドルディスタンス個人
】（ＪＴＵ登録なし）

134,000円

2022/9/18開催の99Tミドルディ
スタンス個人（ＪＴＵ登録なし
）

九十九里トライアスロン2022参
加権【ミドルディスタンス個人
】（ＪＴＵ登録あり）

127,000円

2022/9/18開催の99Tミドルディ
スタンス個人（ＪＴＵ登録あり
）

九十九里トライアスロン2022参
加権【オリンピックディスタン
ス個人】（ＪＴＵ登録なし）

100,000円

2022/9/18開催の99Tオリンピッ
クディスタンス個人（ＪＴＵ登
録なし）

九十九里トライアスロン2022参
加権【オリンピックディスタン
ス個人】（ＪＴＵ登録あり）

94,000円

2022/9/18開催の99Tオリンピッ
クディスタンス個人（ＪＴＵ登
録あり）

梨（豊水）（約5kg）【2022年発
送分】

12,000円

一宮町で明治初期から栽培が始
まった梨は、古くは"献上梨"と
も呼ばれ、市場でも人気が高く
高値で取引されています。
町内の梨農家で栽培されている

梨（あきづき）（約5kg）【2022
年発送分】

12,000円

一宮町で明治初期から栽培が始
まった梨は、古くは"献上梨"と
も呼ばれ、市場でも人気が高く
高値で取引されています。
町内の梨農家で栽培されている

梨（新高）（約5kg）【2022年発
送分】

12,000円

一宮町で明治初期から栽培が始
まった梨は、古くは"献上梨"と
も呼ばれ、市場でも人気が高く
高値で取引されています。
町内の梨農家で栽培されている

千葉県一宮町産コシヒカリ（玄
米３０㎏）令和４年産米【2022
年発送分】

28,000円

『緑と海と太陽の町いちのみや
』で収穫された令和4年産の新
米（コシヒカリ）を玄米でお届
けします！

千葉県一宮町産コシヒカリ（玄
米１０㎏）令和４年産米【2022
年発送分】

10,000円

『緑と海と太陽の町いちのみや
』で収穫された令和4年産の新
米（コシヒカリ）を玄米でお届
けします！

粒すけ（白米２０㎏）令和４年
産米【2022年発送分】

16,000円

粒すけは、令和2年から本格デ
ビューした千葉県産の新品種で
す。
大粒で、炊いたお米は白く光沢
に優れており、ほどよい粘りと

粒すけ＆ふさこがね（白米各１
０ｋｇ）令和４年産米【2022年
発送分】

16,000円

粒すけは、令和2年から本格デ
ビューした千葉県産の新品種で
す。
大粒で、炊いたお米は白く光沢
に優れており、ほどよい粘りと

長生（ながいき）とまと１箱（2
0～24個(約4kg)）一宮町産トマ
ト

7,000円

一宮町は千葉県内での有数のと
まとの生産地です！!
町内で収穫される”長生とまと
”は温暖な気候を活かし、徹底
した品質管理栽培で１つ１つ丁
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千葉県　一宮町

長生（ながいき）とまと２箱（4
0～48個(約8kg)）一宮町産トマ
ト

14,000円

一宮町は千葉県内での有数のと
まとの生産地です！!
町内で収穫される”長生とまと
”は温暖な気候を活かし、徹底
した品質管理栽培で１つ１つ丁

【ゲンキミートチアーズ】人気
詰め合わせ（六白黒豚100％使用
）４人前

19,000円

トンテキ元気の看板メニューを
集めました！ご自宅でお楽しみ
ください！

【六白黒豚100%使用】黒豚ハン
バーグ150ｇ×６個

12,000円

トンテキ元気の看板メニューを
ご自宅で！！

【六白黒豚100%使用】黒豚ハン
バーグ150ｇ×10個

20,000円

トンテキ元気の看板メニューを
ご自宅で！！

【六白黒豚100%使用】黒豚ハン
バーグ150ｇ×6個（ギフト・記
念日用ハート型ハンバーグ）

12,000円

トンテキ元気の看板メニューを
ご自宅で！！

【六白黒豚100%使用】黒豚ハン
バーグ150ｇ×10個（ギフト・記
念日用ハート型ハンバーグ）

20,000円

トンテキ元気の看板メニューを
ご自宅で！！

【石井農園】高糖度フルーツミ
ニトマト「Makana(マカナ)」や
みつきパック１５０g×９パック

10,000円

トマトが苦手なお子様にもおス
スメです。あふれ出るおいしさ
をぜひご賞味ください。

千葉アクアメロン１玉

10,000円

１箱に2L～3Lサイズのアクアメ
ロンが１玉入ります。

「千葉アクアメロン（温室マス
クメロン）」はガラス温室内で

【訳あり】千葉アクアメロン１
玉

8,000円

贈答用には向きませんが、味や
品質に問題はなく、美味しくい
ただけます。

【訳あり】千葉アクアメロン2玉

16,000円

贈答用には向きませんが、味や
品質に問題はなく、美味しくい
ただけます。

【ジャンプライズ】ぶっ飛び君9
5S（オリカラ：緑Ver.）セット

14,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気ルアー『ぶっ飛び君95S（
オリカラ）とプチボンバー70SS
シャローライト』です。

【ジャンプライズ】ぶっ飛び君9
5S（オリカラ：太陽Ver.）セッ
ト

14,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気ルアー『ぶっ飛び君95S（
オリカラ）とプチボンバー70SS
シャローライト』です。
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千葉県　一宮町

【ジャンプライズ】ぶっ飛び君9
5S（オリカラ：海Ver.）セット

14,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気ルアー『ぶっ飛び君95S（
オリカラ）とプチボンバー70SS
シャローライト』です。

PensionTHIRDPLACE素泊まり宿泊
プラン（2名様）

35,000円

『サーフタウン一宮町！！素泊
まり宿泊プラン！』

サーフィン世界大会の会場にも
選ばれた日本屈指のサーフタウ

PensionTHIRDPLACE１泊素泊まり
手ぶらでサーフィンプラン（2名
様）

45,000円

『サーフタウン一宮町！！素泊
まり宿泊プラン！』

サーフィン世界大会の会場にも
選ばれた日本屈指のサーフタウ

PensionTHIRDPLACE１泊サーフィ
ンスクール付宿泊プラン（2名様
）

75,000円

『サーフタウン一宮町！！素泊
まり宿泊プラン！』

サーフィン世界大会の会場にも
選ばれた日本屈指のサーフタウ

PensionTHIRDPLACE日帰りサーフ
ィンスクール体験プラン（1名様
）

26,000円

『サーフタウン一宮町！！素泊
まり宿泊プラン！』

『サーフタウン一宮町！！初め
てのサーフィン体験日帰りプラ

【2022年度】一宮海岸有料駐車
場１シーズン無料券

50,000円

2022年度（令和4年度）分の"一
宮海岸有料駐車場１シーズン無
料駐車券"です。
一宮町で整備を行っている有料
駐車場は、有料でのご利用とな

【ジャンプライズ】ツーリミッ
ト89マルチ

140,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気シーバスロッド『ツーリミ
ット89マルチ』です。
ウェーディングや小場所でのパ

【ジャンプライズ】ツーリミッ
ト93ストリームバトル

140,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気シーバスロッド『ツーリミ
ット93ストリームバトル』です
。

【ジャンプライズ】オールウェ
イク105パワーフィネス

230,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気大人気シーバスロッド『オ
ールウェイク105パワーフィネ
ス』です。

【ジャンプライズ】ロックショ
アフードベストII

45,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズで大
人気の釣り専用フードベスト『
ロックショアフードベストII』
です。プロサーファーと国内…

【ジャンプライズ】ロックショ
アバトルスーツIIM/L・L・XL

125,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズで大
人気の釣り専用ウェットスーツ
『ロックショアバトルスーツII
』です。

【ジャンプライズ】ロックショ
アバトルスーツⅡ&ロックショア
フードベストⅡセットモデル

160,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズで大
人気の釣り専用ウェットスーツ
とフードベストにセットモデル
が登場です。是非この機会に…
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千葉県　一宮町

【ジャンプライズ】ロックショ
アバトルスーツフルオーダー

230,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズで大
人気の釣り専用ウェットスーツ
『ロックショアバトルスーツ』
です。プロサーファーと国内…

【ジャンプライズ】サーフハッ
ト（ブラックカモ）

20,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気アパレル商品の「サーフハ
ット」です。
一宮町にも素敵なフィールドが

【ジャンプライズ】バックアッ
パー98Ⅳ

240,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気ショア青物ロッド『バック
アッパー98/4』です。ターゲッ
トはヒラマサ・ブリ・カンパ…

【ジャンプライズ】バックアッ
パー95Ⅱ

225,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気青物ロッド『バックアッパ
ー95Ⅱ』です。
磯やサーフ、漁港回りなどあら

【ジャンプライズ】ツーリミッ
ト85フィネス

140,000円

一宮町に本社を置く釣具メーカ
ー株式会社ジャンプライズの大
人気シーバスロッド『ツーリミ
ット85フィネス』です。
小中規模河川、汽水湖等のシー

落花生皿

12,000円

千葉らしい落花生を模したハン
ドメイドの陶器皿です。

一宮町でひとつひとつ手作業で
作っています。

サヤ煎落花生

10,000円

品種は味にコクがあって人気の
「千葉半立」です。
間接の熱でじっくり煎り上げる
ことで、落花生本来の甘味（旨
味）を引き立てる煎り方で好評

塩煎落花生

10,000円

九十九里の海の恵みを受けたミ
ネラルたっぷりの土壌で太陽の
光をいっぱいに浴びて育った
一宮産の落花生をぜひご賞味く
ださい！

素煎落花生

10,000円

九十九里の海の恵みを受けたミ
ネラルたっぷりの土壌で太陽の
光をいっぱいに浴びて育った
一宮産の落花生をぜひご賞味く
ださい！

落花生詰め合わせ

10,000円

サヤ煎は間接の熱で煎り上げた
旨さ。
塩煎落花生は少しの塩味でさら
に深味の増した旨さ。
その他、３種の変わり種ピーナ

かねきちの「一の宮散菓」

10,000円

天皇皇后両陛下へ献上された「
上総の月」をはじめ九十九里最
中、玉前さざれ石、玉前潮満玉
潮干玉、玉前神楽など店主がセ
レクトしたお菓子を詰合せに…

角八のみかん大福

12,000円

時期ごとに産地を厳選し大福に
合う最適な極上のみかんを丸ご
と１つ包み込んだジューシー大
福です！
きめ細やかな餅生地・なめらか
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