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千葉県 一宮町

角八の長生（ながいき）とまと
ゼリーとながいき梨ゼリーセッ
ト

10,000円

一宮町の特産品をゼリーにしま
した！

『長生（ながいき）とまとゼリ
ー』

角八の一宮いっちゃん塩バター
どら焼き

11,000円

地元・一宮町のキャラクター「
一宮いっちゃん」。
この「一宮いっちゃん」の焼き
印を押した手焼きの皮にコクの
ある角八特製の塩バターあんを

角八の一之宮饅頭

12,000円

しっとりとした口どけ、コクの
あるまろやか風味のミルク饅頭
です。
玉前神社門前の銘菓であり、朱
色の鳥居とサーフィンを楽しむ

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（１枚）

10,000円

◆利用可能施設
【一の宮カントリー倶楽部】
〒299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見3166
予約専用TEL：0475-42-7200

ICHINOMIYASURFING満喫券（１枚
）

10,000円

◆ICHINOMIYASURFING満喫券取
扱店でのサーフィンスクール（
体験）、各種ボードやウエット
スーツなどグッズの購入、宿泊
等にご利用いただける額面金額

一宮町内宿泊施設利用補助券（
１枚）

10,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（１枚）

10,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

ホテル一宮シーサイドオーツカ
天然温泉日帰り入浴＆お食事プ
ラン！

18,000円

『気楽に！天然温泉と食事を楽
しむお手軽プラン！』
 
プラン内容
定員：１名様天然温泉日帰り入

ボタニカルキャンドル＆サシェ

10,000円

ボタニカルキャンドルとサシェ
（灯さないキャンドル）のセッ
トです。

１つ１つ大切にお作りするハン

もりたの『とうがらしみそ』１
０個セット

19,000円

カプサイシン、代謝ＵＰ！！
ほんのり甘くてピリリと辛くど
んな食材にも合う万能みそ。お
食事のお共に。
地元一宮産の青とうがらしと大

千葉アクアメロン２玉

20,000円

１箱に2L～3Lサイズのアクアメ
ロンが２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

千葉アクアメロン３玉

28,000円

１箱に2L～3Lサイズのアクアメ
ロンが３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
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千葉県　一宮町

千葉アクアメロン４玉

40,000円

１箱に2L～3Lサイズのアクアメ
ロンが４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

千葉アクアメロン５玉

45,000円

１箱に2L～3Lサイズのアクアメ
ロンが５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

千葉アクアメロン６玉

55,000円

１箱に２Lサイズのアクアメロ
ンが６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

釣ヶ崎海岸の伝説Tシャツ１枚

11,000円

釣ヶ崎海岸に古くから伝わる伝
説と千葉県無形民俗文化財に指
定されている上総十二社祭りを
英訳し秋分の日の日の出ととも
デザインしたTシャツをご準…

釣ヶ崎海岸の伝説Tシャツ２枚

22,000円

釣ヶ崎海岸に古くから伝わる伝
説と千葉県無形民俗文化財に指
定されている上総十二社祭りを
英訳し秋分の日の日の出ととも
デザインしたTシャツをご準…

【ジャンプライズ】青物ルアー2
本セット(Ver1)

22,000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
人気青物ルアー2本セットです
。
一宮町周辺にも素敵なフィール

ICHINOMIYASURFING満喫券（２枚
）

20,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（２枚）

20,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

一宮町内宿泊施設利用補助券（
２枚）

20,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（２枚）

20,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

ICHINOMIYASURFING満喫券（３枚
）

30,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（３枚）

30,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36
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千葉県　一宮町

一宮町内宿泊施設利用補助券（
３枚）

30,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（３枚）

30,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

ICHINOMIYASURFING満喫券（４枚
）

40,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（４枚）

40,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

一宮町内宿泊施設利用補助券（
４枚）

40,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（４枚）

40,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

ICHINOMIYASURFING満喫券（５枚
）

50,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（５枚）

50,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

一宮町内宿泊施設利用補助券（
５枚）

50,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（５枚）

50,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（６枚）

60,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

ICHINOMIYASURFING満喫券（６枚
）

60,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
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千葉県　一宮町

一宮町内宿泊施設利用補助券（
６枚）

60,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（６枚）

60,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

ICHINOMIYASURFING満喫券（７枚
）

70,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（７枚）

70,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

一宮町内宿泊施設利用補助券（
７枚）

70,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（７枚）

70,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（８枚）

80,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

ICHINOMIYASURFING満喫券（８枚
）

80,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
 

一宮町内宿泊施設利用補助券（
８枚）

80,000円

"一宮町内宿泊施設利用補助券"
は町内にある各取扱宿泊施設に
おいて宿泊・日帰り入浴・レス
トランでのお食事・宴会・販売
店利用など宿泊施設を利用し…

九十九里浜一宮乗馬センター施
設利用補助券（８枚）

80,000円

九十九里浜一宮乗馬センターで
は経験豊富なスタッフによる乗
馬体験（約25分）や引馬体験な
ど初心者や小学生のお子様から
でも安心して乗馬体験が出来…

一の宮カントリー倶楽部施設利
用券（９枚）

90,000円

『太陽と緑と湖に包まれたチャ
ンピオンコース！』
一の宮カントリー倶楽部は外房
州一宮海岸にほど近く、太平洋
を望む高台に広がる、雄大な36

ICHINOMIYASURFING満喫券（９枚
）

90,000円

各取扱店のサーフィンスクール
（体験）、各種ボードやウエッ
トスーツなどグッズの購入、宿
泊等にご利用いただけます！
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