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.２０
美しい花ロードで
おもてなしの気持ちを届けたい

千歳ウエルカム花ロードver.20
への私たちの想い

～20年前、寂しかった空港周辺の道～
千歳ウエルカム花ロードは、北海道観光で、最初に目にする
空港周辺の“道”を、花で彩り“おもてなし”の気持ちをあらわす
シーニックバイウェイの植栽活動です。
2003年、寂しかった沿道に、子どもたちと“花植え”をスタートし、
多くの方々に応援いただき、活動を続げてきました。

2022年、20年目を迎える花ロード、
みなさま応援よろしくお願いします！！
千歳ウエルカム花ロードｖｅｒ.20
主催：千歳ウエルカム花ロード実行委員会
（(一社)千歳青年会議所・北海道開発局札幌開発建設部

※千歳ウエルカム花ロードver20では、花付きの良いペチュニア
「桃色吐息」とガーデンフェスタ北海道2022で使用されるひまわ
り「サンフィニティ」を植栽し、花と緑の祭典を盛り上げます。

・北海道空知総合振興局札幌建設管理部・千歳市・東日本高速道路(株)

＜お問合せ＞ 一般社団法人千歳青年会議所
080-3318-7590（大久保）

クラウドファンディングに挑戦しています。

６月３０日(木)0:00〆切り

応援よろしくお願いします！
□1,000円
□3,000円

千歳の魅力をお届け!!
リターンギフト♪

●お礼メッセージ

A ●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

□6,000円 ●お礼メッセージ＋「B」 or「C」 or「D」のいずれかを選択

B
C
D

千歳ワイナリー ＜北の大地ワインセット＞ （ﾊｰﾌ 360ml ２本）
ジェラテリア ミルティーロ ＜ミルティーロセット（６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）

□14,000円 ●お礼メッセージ＋ 「K」

K

千歳ワイナリー ＜木村農園のケルナーとピノノワールのセット＞
（ﾌﾙﾎﾞﾄﾙ 750ml 各１本）

箱根牧場のソーセージ・チーズの詰め合わせ（４個）
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１パック）

□10,000円 ●お礼メッセージ
＋「G」 or 「H」のいずれかを選択

G
H

I
J

ＡＬＬ ＴＯＮＥＳ ＣＯＦＥ ＜コーヒーギフトセット（２パック）＞

□7,000円 ●お礼メッセージ＋ 「E」 or 「F」のいずれかを選択

E
F

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

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）

□15,000円 ●お礼メッセージ＋「L」 or 「M」のいずれかを選択

L
M

支笏ガイドハウスかのあ ＜Soto Cafe カヌーツアー（1名）＞
オーシャンディズ

＜クリアカヤック（1名）＞

□30,000円 ●お礼メッセージ＋ 「N」

N

千歳ワイナリー ＜北ワイン６種のみ比べセット（750ml：フルボトル）＞

○応援はこちらのサイトから、もしくは「アクトナウ」で検索！
→https://actnow.jp/project/chitosehanaroad_7/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

６月３０日(木)0:00〆切り

“千歳ウエルカム花ロードver.20”

花植定箇所

千歳の魅力を満喫する
リターンギフトをお楽しみください♪

□1,000円 ●お礼メッセージ

□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

□3,000円 ●お礼メッセージ ＋ 「A」
●支笏湖丸駒温泉旅館

A

日帰り入浴 大人２回分
（有効期限無し）

G

支笏湖の絶景を楽しめる露天風呂

北海道の厳選素材で作り上げた、ミルティーロの味

□6,000円 ●お礼メッセージ＋「B」 or 「C」or 「D」

B

千歳ワイナリー ＜北の大地ワインセット＞
（ﾊｰﾌ 360ml ２本）

・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

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

C

ジェラテリア ミルティーロ
＜ミルティーロセット（６個）＞

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。

千葉コーヒー
＜ALL TONES CAFE コーヒーギフトセット＞

・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

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

手打ち餃子 天のびろく
味くらべセット（３種：各１パック）

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）
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。

□14,000円 ●お礼メッセージ＋「K」

K

千歳ワイナリー ＜北ワインケルナー辛口・
ピノノワール ミディアムボディ＞
（白・赤 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赤/ミディアムボディ
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。

＜北ワイン６種のみ比べセット（750ml：フルボトル）＞

北海道産ワインの詰め合わせをご用意しました。北ワイン
のブドウは全て北海道余市町の契約栽培農家「木村農園
で栽培されております」。千歳ワイナリーオンラインショッ
プでも現在販売していない「キムラヴィンヤードシロ」を含
む6種類です。今注目の北海道産ワインをご賞味ください。
● 北ワイン キムラヴィンヤードシロ 白・辛口 750ml 1本
● 北ワイン ケルナー
白・辛口 750ml 1本
● 北ワイン ケルナースパークリング 白・泡
750ml 1本
● 北ワイン ピノノワール
赤
750ml 1本
● 北ワイン ピノノワールロゼ
ロゼ・辛口 750ml 1本
● 北ワイン ケルナースイート
白・甘口 750ml 1本

余市町・木村農園産のケルナー（辛口）、と現
在注目の高まってきているピノノワールから
造られた赤ワインをお楽しみいただけます。

□15,000円 ●お礼メッセージ ＋「L」 or「M」のいずれかを選択

L 支笏ガイドハウスかのあ＜Soto Cafe カヌーツアー（1名）＞

□30,000円 ●お礼メッセージ＋「N」

N 千歳ワイナリー

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

北海道千歳市で創業60年のコーヒー豆専門店
・創業当時から愛されるchibaブレンド 200g
・おすすめ産地のストレートコーヒー100g × 2
※コーヒー豆のままの出荷になりますので、ドリップ用に
挽いてお召し上がりください。

E

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×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

北海道の厳選素材で作り上げた、ミルティーロの味
・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

D

ジェラテリア ミルティーロ
＜ミルティーロセット（１２個）＞

支笏湖（西側：美笛地区）で、透明度抜群の水の上
をカヌーで進み周囲の森や、水の中の生きる多様な
生物などを5感で感じるプログラム。美しい景色で
「ほっと一息」SotoCafeタイムもお楽しみに！

Mオーシャンディズ
※発送は国内のみ
※在庫切れの場合、代替
品にて対応させていただ
く場合があります。

＜クリアカヤック（1名）＞

支笏湖を全力で楽しむクリやカヤックはいかが。
支笏湖（東側：千歳川他）で、北海道で唯一の、底
が透明なカヤックで 水質日本一の湖を堪能でき
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！
→https://actnow.jp/project/chitosehanaroad_７/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。

