折り加工：A4 1/3仕上がり 観音折り
（紙のサイズ210×394mm
仕上がりサイズ210×100mm)

97mm

天

100mm

100mm

北海道の自然を代表する生きもののひ
とつ。ツルの仲間で、日本最大級の鳥
です。もともと湿原に暮らす鳥ですが、
湿原の開拓、乱獲などにより数を減ら
し、環境省のレッドリストで絶滅危惧
II類に指定されています。
タンチョウを観察するときは、近づき
すぎず、建物や車の中から優しく見
守ってください。

ながぬま
タンチョウ

おもてなし

セレクション

タンチョウ

97mm

このパンフレットについて
長沼町には、沢山のタンチョウをモ
チーフとしたグッズ・メニューがあり
ます。この度、そうした「ながタン
グッズ」を一挙に紹介するパンフレッ
トを制作しました。
このパンフレットを手に、長沼町内の
いろいろなお店を巡ってみてください。
※ながタン…ながぬまのタンチョウのこと

長沼町の
タンチョウも住めるまちづくり

警戒しているとき

舞鶴遊水地
2015年、洪水調節のために長沼町舞
鶴地区に整備された治水施設です。
「タンチョウも住めるまちづくり」の
取組の核でもあり、 2020年にタン
チョウの雛が誕生しました。
バードウォッチャーをはじめとして多
くの方が自然や野鳥を楽しむために訪
れています。
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安心しているとき

1

長沼町は、昔は湿原と沼が広がってい
ました。そこには多くの水鳥が暮らし、
タンチョウが子育てをしていました。
近年、開拓と乱獲により姿を消してい
たタンチョウが帰ってきて、舞鶴遊水
地で100年以上ぶりの雛が誕生しまし
た。
長沼町では「タンチョウも住めるまち
づくり」と題して、タンチョウが暮ら
せる環境の保全・再生と地域づくりを
進めています。

3
2

取組のロゴマーク

地

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より
色つきのガイド線を消してから変換してください

折り加工：A4 1/3仕上がり 観音折り
（紙のサイズ210×394mm
仕上がりサイズ210×100mm)

97mm

天

双鶴と雪

100mm

水辺の上をつがいでタンチ
ョウが舞っているのをイメ
ージし、作りました。

1,000円（税込）

タンチョウパン

194円（税込） ぱん工房 陽風堂
で販売
赤がお母さん（イチゴとミルク味）
白がお父さん（メロンとチョコ味）
タンチョウBaby 54円（税込）

280円（税込）

道産小麦粉、紅こうじ使用。

カップで焼いたシフォンのケーキは、
長沼産の卵を使用しています。
生クリームとチョコレートで
タンチョウを表現しました。

菓子匠

タンチョウサブレ

森下松風庵

長沼町本町北1丁目1-6

216円（税込）

プレーン,カボチャ,チョコ,長沼産大豆ピューレの4種。

ようふうの食ぱん
ぱん工房

0123-88-0051

1斤350円（税込）
1本700円（税込）

めばえ窯

0123-76-7661

あいすの家
長沼本店
さんぼんぎ

あいすの家
長沼町西11線南6番地

長沼本店
0123-88-0170

長沼町ロゴ入りポロシャツ
2,750円（税込）

090-7659-3483

ロックグラスなどのガラス製品にタンチョウの
ロゴマークとあなたのお名前を彫刻します。

※令和3年3月以降
販売予定

ガラスエッチング工房

600円（税込）

長沼町東6線北5番地

スパークリング夢馬追
長沼町産ゆめぴりかを使用した飲
みやすい日本酒と、ノンアルコー
ルの甘酒です。令和3年はスパーク
リング夢馬追が新登場！
Aコープながぬま店で購入すること
ができます。
企画：ながぬま農業協同組合
製造：田中酒造株式会社

至 由仁町
長沼神社

45
セイコー
マート

長沼
マルシェ

337

森下
松風庵

長沼町銀座北1丁目5-19

0123-88-2223

ながぬま
ホワイト
ベース

長沼町
役場

長沼郵便局
ローソン

デイセンター
ようふう

ながぬま農業協同組合

3
セブン
イレブン

至 北広島市

ぱん工房
陽風堂
ENEOS

セブン
イレブン

Aコープ
ながぬま店

3
ホクレン
ガソリン
スタンド

337

めばえ窯

ピリカ

0123-76-7090

北海道長沼町
トマトジュース
無添加・無着色・無塩
北海道長沼町産100％使用
ながぬまホワイトベースや
道の駅直売所で販売します
※令和3年4月
中旬以降
販売予定

合同会社マスケン
長沼町東4線北4番地

地

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

http://soukore.base.ec

2,800円～（体験料・材料費）

至 ながぬま温泉

長沼マルシェ

夢馬追の甘酒

1,780円（税込）

長沼町東2線南2番地
0123-76-7519

オーダーメイドガラスアート

0123-88-2278

至 南幌町

タンチョウも住めるまち
づくりのロゴマーク入り。
風通し良く、乾きやすい
素材です。サイズはS～
LLまであり、カラーバリ
エーションも豊富です。

純米吟醸酒 夢馬追

長沼町東6線北2番地

工房 楓

Soukore ハンドメイドガラス
道の駅
マオイの丘公園

さんぼんぎ

600円（税込）

1,300円（税込）
長沼町の木・エゾヤマザクラをメインに、
木が持つ本来の色味や温かみを活かした
寄せ木の木工クラフトです。
タンチョウも住めるまちづくりの
ロゴマークを刻印しています。

タンチョウモチーフのガラスアクセサリー。
下記URLからオンラインで購入できます。
売上の一部はタンチョウも住める
まちづくりの活動に寄付されます。
ピアス（イヤリング） 3,600円（税込）
ネックレス
2,900円（税込）
ブローチ
3,900円（税込）
ネクタイピン
3,900円（税込）

工房 楓

※ ラッシーとはダヒー（ヨーグルト）を
ベースに作られるインド定番の飲み物です。

400円（税込）

長沼町本町北1丁目1-8

ガラスエッチ
ング工房ピリカ

タンチョウも住めるまちづくりを目指して
「タンチョウ」をモチーフに「ラッシー」
を作ってみました。
注文すると付いてくる長沼町タンチョウ
オリジナルコースターは持ち帰り可能です。
長沼町の思い出になればと思います。

タンチョウをイメージした
ソフトクリーム。
バニラ味の下にはチョコ味の
ソフトも隠れています。
赤い頭は長沼産のイチゴを使用。

大 1,500円（税込）
小 1,000円（税込）

ガラスアクセサリー
タンチョウ粉雪の舞

長沼町タンチョウラッシー

丹頂ソフト

900円（税込）

タンチョウのペーパーナイフ

長沼町旭町南1丁目9-22
090-6695-0088

道産小麦粉に長沼産小麦粉をブレンド。
デイセンターようふう、
道内産はちみつ使用。
道の駅マオイの丘公園
で販売
長沼産大豆ピューレを練りこむことで
モチモチ柔らかさが続きます。

陽風堂

長沼町栄町1丁目1-1

ヤマザクラの小物入れ

和紙と泥しょうを
合わせた陶芸紙で
作られている折り鶴です。
土の温もりが感じられ、
一つ一つ心を込めて作っています。

162円（税込）

ロゴマーク入りマグネット 600円（税込）
寄せ木のミニコースター

陶器 折り鶴

タンチョウの子どもが生まれた記念で作りました。

ミニちぎり食パン

97mm

記載されている価格は
令和3年2月時点のものです。

ながタンおもてなしセレクション

大納言かのこ・手亡豆かのこ・
青えんどう豆かのこを合わせた、
ほどよい甘さの羊羹です。
つややかで奥深い味わいに
仕上げました。

丹頂鶴のケーキ

100mm

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より
色つきのガイド線を消してから変換してください

0123-76-7431

320円（税込）

