シーニックバイウェイ・クラウドファンディング

道いっぱいの花で、北海道にいらした皆様を歓迎したい！
“千歳ウエルカム花ロードver.16”
花植予定
箇所

おもてなしの 花ロードを 美しくつなげたい。
～はじまりは1ｋｍ、2017年7.35km、今年もさらに延ばしたい！
千歳ウエルカム花ロードは、 2003年より、地域や地元企業の協力を得な
がら”北海道の空の玄関口”新千歳空港周辺をおもてなしの花で飾り、訪
れる方をお迎えすること、次代を担うこどもたちに「おもてなしの心」を育
むことを目的に、地元千歳の子どもたちと花植活動に取り組んでいます。
少しづつ活動を広げてきましたが、メインルートの国道36号～道道（千歳
インター線）～千歳インターチェンジ周辺のすべての植樹ますに花を植え
るには花苗の数が足りず、花ロードがつながっていません。
そこで、一昨年からクラウドファンディングで応援を呼びかけ、花ロードの
延長にチャレンジしています。2017年は花苗約3,700株・800mを
延長することができました。全てが繋がるには、もう一息！！

千歳ウエルカム花ロードｖｅｒ.１6
主催：千歳ウエルカム花ロード実行委員会

今年も、クラウドファンディングに挑戦し、道いっぱいの花々で、世界の
人々をお迎えしたいと思います。

＜お問合せ＞一般社団法人千歳青年会議所
三澤計史 090－7715－6741

（千歳青年会議所、千歳市、北海道開発局札幌開発建設部、
北海道空知総合振興局、東日本高速道路）

クラウドファンディングに挑戦しています。
応援よろしくお願いします！

5月20日(日)〆切り

⇒詳しくは、裏面へ

□1,000円 ●お礼メッセージ
□3,000円 ●お礼メッセージ ＋ ●支笏湖丸駒温泉旅館
日帰り入浴 大人２回分

□5,000円 ●お礼メッセージ ＋「A」 or「B」のいずれかを選択

A

千歳ギフト 詰め合わせ
＜ヒメマス魚醤セット＞

B

千歳ギフト 詰め合わせ
＜スウィーツセット＞

□6,000円 ●お礼メッセージ＋「C」

C

千歳ワイナリー ＜北の大地ワインセット＞ （ﾊｰﾌ 360ml ２本）

□7,000円 ●お礼メッセージ
＋ 「D」 or 「E」 or 「F」のいずれかを選択

D
E
F

千歳の魅力を一緒に
お届けする
リターンギフトも企画し
ました！！

□10,000円 ●お礼メッセージ
＋「G」 or 「H」or 「I」 or 「J」のいずれかを選択

G
H
I
J

ジェラテリア ミルティーロ ＜ミルティーロセット（１２個）＞
箱根牧場のソーセージ・チーズの詰め合わせ（７個）
千歳ワイナリー＜北の大地ワインセット＞
（ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ 750ml 各１本）
手打ち餃子 天のびろく 味くらべセット
（ オリジナル・えび・とかちマッシュ １２個入り 各２パック）

□11,000円 ●お礼メッセージ＋ 「K」

ジェラテリア ミルティーロ ＜ミルティーロセット（６個）＞

K

箱根牧場のソーセージ・チーズの詰め合わせ（４個）

□12,000円 ●お礼メッセージ＋ 「L」

手打ち餃子 天のびろく 味くらべセット
（ ・オリジナル・えび・とかちマッシュ １２個入り 各２パック）

L

千歳ワイナリー＜北ワインケルナー甘口 ・ 辛口セット＞
（ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ 750ml 各１本）

千歳ワイナリー ＜北ワインケルナー辛口 ・ ピノノワールロゼ辛口＞
（ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ 750ml 各１本）

○応援はこちらのサイトから、もしくは「アクトナウ」で検索！
→

http://actnow.jp/project/chitosehanaroad_3/detail

＊クラウドファンディングは、プロジェクトに共感・賛同をした人から、小口で資金を調達するサービスです。

シーニックバイウェイ・クラウドファンディング

“千歳ウエルカム花ロードver.16”

花植定箇所
5月20日(日)〆切り

クラウドファンディングに挑戦しています。応援よろしくお願いします！
千歳の魅力を満喫する
充実のリターンギフトを企画しました♪

□1,000円 ●お礼メッセージ
□3,000円 ●お礼メッセージ ＋
●支笏湖丸駒温泉旅館
日帰り入浴 大人２回分
（有効期限無し）
支笏湖の絶景を楽しめる露天風呂

□5,000円 ●お礼メッセージ ＋「A」 or「B」のいずれかを選択

A

千歳ギフト 詰め合わせ ＜ヒメマス魚醤セット＞

・姫しずく（支笏湖漁業組合）×1個
・ミルクジャム（北海道箱根牧場）×1個
・じゃがポックル（カルビー）×1個
・たまぷりん（サウザンド）×1個
・ハスカップジャム（竹田牧場 麦わら帽子）×1個

B 千歳ギフト 詰め合わせ＜スウィーツセット＞

□10,000円
●お礼メッセージ＋「G」 or 「H」or 「I」 or 「J」のいずれかを選択

G

・ブルーベリーソルベ×３個
・ブルーベリーチーズケーキ×３個
・ブルーベリーミルク×３個
・ブルーベリーヨーグルト×３個

H

C

千歳ワイナリー ＜北の大地ワインセット＞
（ﾊｰﾌ 360ml ２本）

豊潤で北海道らしい爽やかな味わいの辛口のケル
ナーと、千歳の特産果実ハスカップを使用した酸味と甘
味の調和したフルーツワイン

□7,000円
●お礼メッセージ＋「 D 」or「 E 」 or「 F 」のいずれかを選択

D

ビーフウインナーは、牛肉１００％ですので、表面に焼き目をつける程度で歯ごたえもよ
く美味しく召上れます。コッホサラミはソフトタイプのサラミで、こちらもさっと加熱してもら
えれば召し上がれます。モッツアレラヴァッカはコクとまろやかな生乳をそのままモッツ
アレラチーズにしております。ストリングチーズはでお子様のおやつにも最適です。カ
チョカバロはクセのない食べやすいチーズで、スライスして軽く熱するととろーり溶けて
きますので、パンにかけたりしてお召し上がり頂けます。

千歳ワイナリー＜北の大地ワインセット＞
（ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ ７５０ｍｌ ２本）

I

・北ワイン ケルナー 白/辛口
・ハスカップスイート フルーツワイン/甘口
豊潤で北海道らしい爽やかな味わいの辛口のケル
ナーと、千歳の特産果実ハスカップを使用した酸味と
甘味の調和したフルーツワイン

J

手打ち餃子 天のびろく
味くらべセット（３種：各２パック）
・オリジナル・えび・とかちマッシュ
（12個入り 各２パック：７２個）

□11,000円 ●お礼メッセージ＋「K」

K 千歳ワイナリー＜北ワインケルナーセット＞
（甘口・辛口 ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ ２本）

箱根牧場のソーセージ・
チーズの詰め合わせ

・ビーフウインナー １２０ｇ×１個
・コッホサラミ ２８０ｇ×１個
・モッツアレラディヴァッカ １００ｇ×１個
・ストリングチーズ ５０ｇ×１個

・北ワイン ケルナー 白/辛口
・北ワイン ケルナー 白/甘口 各 750ml
余市町・木村農園産のケルナー（辛口）と ケル
ナー（甘口 ）の飲み比べをお楽しみいただけます

ビーフウインナーは、牛肉１００％ですので、表面に焼き目をつける程度で歯ごたえもよ
く美味しく召上れます。コッホサラミはソフトタイプのサラミで、こちらもさっと加熱してもら
えれば召し上がれます。モッツアレラヴァッカはコクとまろやかな生乳をそのままモッツ
アレラチーズにしております。ストリングチーズはでお子様のおやつにも最適です。

F

箱根牧場のソーセージ・
チーズの詰め合わせ

北海道千歳市にある「手打ち餃子 天のびろく」は、皮作りから始まる全ての工程を自
社製造で行っています。ひとくち頬張ると、あふれる肉汁と、もちもち⾷感の手作り皮。
自家製ネギ油の豊かな⾹りが⾷欲をグッと引き⽴てます。

ジェラテリア ミルティーロ
＜ミルティーロセット（６個）＞

・ブルーベリーソルベ×２個
・ブルーベリーチーズケーキ×２個
・ブルーベリーミルク×１個
・ブルーベリーヨーグルト×１個
北海道の厳選素材で作り上げた、ミルティーロの味

E

北海道の厳選素材で作り上げた、ミルティーロの味

・ビーフウインナー １２０ｇ×３個
・コッホサラミ ２８０ｇ×１個
・モッツアレラディヴァッカ １００ｇ×１個
・カチョカバロ １００ｇ×１
・ストリングチーズ ５０ｇ×１個

・ミルクジャム（北海道箱根牧場）×1個
・千歳ワイナリーワインチョコレート×1個
・たまぷりん（サウザンド）×1個
・北の散歩道 ハスカップ（もりもと）×1個

□6,000円 ●お礼メッセージ＋「 C 」

ジェラテリア ミルティーロ
＜ミルティーロセット（１２個）＞

□12,000円 ●お礼メッセージ＋「L」

L

手打ち餃子 天のびろく
味くらべセット（３種：各１パック）

千歳ワイナリー ＜北ワインケルナー辛口・
ピノノワールロゼ 辛口＞ （ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ 750ml ２本）

・北ワイン ケルナー 白/辛口
・北ワインピノノワールロゼ/辛口 各 750ml

・オリジナル・えび・とかちマッシュ
（12個入り 各１パック：３６個）
北海道千歳市にある「手打ち餃子 天のびろく」は、皮作りから始まる全ての工程を自
社製造で行っています。ひとくち頬張ると、あふれる肉汁と、もちもち⾷感の手作り皮。
自家製ネギ油の豊かな⾹りが⾷欲をグッと引き⽴てます。

余市町・木村農園産のケルナー（辛口）、
食事にも合わせやすい辛口のロゼワイン
をお楽しみいただけます。

※写真は実際の商品と異なる場合があります。

○応援はこちらのサイトから、もしくは「アクトナウ」で検索！
→ http://actnow.jp/project/chitosehanaroad_3/detail
＊クラウドファンディングは、プロジェクトに共感・賛同をした人から、小口で資金を調達するサービスです。

