北海道とかち

芽室町ふるさと納税

新鮮野菜・肉・乳製品ほんの一例

詳しくは下記サイトからご覧ください！

問合先
北海道とかち芽室町役場 商工観光課
電話０１５５―６２－９７３６ s-kankou@memuro.net

5,000円以上の寄附でお申込できます
[a05-02] 芽室コーンサイダー
スイートコーン生産量日本一の芽室町
で収穫されたとうもろこしを使ったご当
地サイダーです。爽やかなシュワシュワ
感と、口に広がるとうもろこしの風味を、
ぜひご賞味ください。
冷やしてお召し上がりいただく他、お
酒で割って飲むのもオススメです。
【内容量】240mL×6本

[a05-04] BITO LABO とかち豊穣そば

[a05-03] 松久園の昆布巻・黒豆
昭和36年創業の老舗料亭が贈る昆
布巻と十勝産黒豆煮豆の詰め合わせ
です。一本一本丁寧に巻いた昆布巻
は飽きのこない控えめな味付け。普
段のおかずや贈り物、年越し料理な
どにぴったりです。
【内容量】昆布巻(にじます・にしん・ごぼう)各1本
黒豆煮豆150g

[a05-05] BITO LABO 十勝のかおりうどん
強力粉「キタノカオリ」、中力
粉「きたのほなみ」などの十勝産
小麦のみを使用した小麦粉「十勝
のかおり」を使用。
コシが強く、歯ごたえのあるう
どんです。冷やしても、温めても、
美味しく召し上がれます。

自家栽培の蕎麦「キタワセソ
バ」と十勝産小麦をブレンドした、
香り高く粘りの強い平蕎麦です。
美味しい蕎麦が食べたい…。
ただ、その想いで作り上げた逸
品です。冷やしても、温めても、
美味しく召し上がれます。
【内容量】200g(乾麺)×6

【内容量】250g(乾麺)×6

[a05-06] BITO LABO とかちのかおり冷麦
強力粉「キタノカオリ」、中力
粉「きたのほなみ」などの十勝産
小麦のみを使用した小麦粉「十勝
のかおり」を使用。
コシが強く、歯ごたえのある冷
麦です。冷やしても、温めても、
美味しく召し上がれます。
【内容量】250g(乾麺)×6

[a05-07] マチルダコロッケ・皮付ぽてと

【内容量】コロッケ1袋(90g×5個)
フライぽてと300g×2袋

幻のじゃがいも・マチル
ダをコロッケと、皮付フラ
イぽてとに仕上げました。
コロッケは牛肉リブロー
ス・サーロインの角切りを
入れた贅沢な味。フライぽ
てとは皮の風味がじゃがい
もの甘みを引き立てます。

7,000円以上の寄附でお申込できます
[a07-01] 十勝めむろコロッケ

[a07-02] 小久保のラムジンギスカン

幻のじゃがいも「マチルダ」に北海道
産の牛肉リブロース・サーロインの角切
りを贅沢に入れ、衣も北海道産の生パン
粉を使用しました。
なめらかさとホクホク感をあわせ持つ
上品な甘さの「マチルダ」をお楽しみく
ださい。
【内容量】90g×5個×2袋

[a07-03] ルバーブのジャムとジュレ
町内農園で収穫されたルバーブを、
じっくり練り上げてジャムにしました。
さわやかな酸味が美味しいジャムと
ジュレをお楽しみください。
◎ルバーブとは…
シベリア南部原産のヨーロッパではポ
ピュラーな野菜。ビタミンＣ、カルシウム、
食物繊維が豊富。

【内容量】ジャム220g×2ヶ、ジュレ75g×3ヶ

【内容量】400g×2パック

醤油ベースに果実をふんだんにすり
おろし、加熱処理を一切していない手
作りの生ダレに、肉は厳選した仔羊肉
（サイドロール）を使用しています。
玉ねぎ、もやし、きのこ類などたっ
ぷりの野菜と一緒にお召し上がりくだ
さい。ホットプレートやフライパンで
も美味しく調理できます。

[a07-04] 北国菓(きたぐにか)
創業100年を迎えた芽室の老舗菓子
店「まさおか」自慢の菓子詰め合わせ。
十勝産小豆、芽室町産のルバーブや
砂糖など、地元の材料にこだわる美味
しいお菓子です。
【内容】ルバーブジュレ、柏の詩、ゲートボールクッキー、
百世(つぶあん・ルバーブ) 計11個

7,000円以上の寄附でお申込できます
[a07-05] 「まさおか」の中華まんじゅう

【内容量】160g×5本

創業100年を迎える芽室の老舗菓子
店「まさおか」。菓子の道50年の2代
目が焼く中華まんじゅうには、最上
級の十勝産小豆の餡がたっぷり入り、
お口の中でとろける美味しさです。
冷凍でお届けするので、食べる分
だけ冷蔵室で自然解凍して召し上が
れます。

[a07-07] すこやかパートナー

【内容量】150g×2パック

ビート(てん菜・砂糖大根)から分離
精製して抽出されたラフィノースは胃
や小腸では吸収されることなく大腸に
届き、ビフィズス菌を増やし、大腸菌
やウェルシュ菌等を駆除します。
1日3g以上摂取することで便通の改
善や腸内腐敗物質を低減させる効果が
あると考えられています。

[a07-10] にじます惣菜詰合せ
にじます活魚料理専門店「松久園」
自慢のにじますを甘露煮、マリネ、昆
布巻にしました。
芽室産野菜を中心とした五目煮や十
勝産のふっくら黒豆も加わって、普段
のおかずや贈り物にぴったりの惣菜詰
め合わせになっています。
【内容】にじますの甘露煮・マリネ、昆布巻、しぐれ(大豆五
目煮)、黒豆煮豆

[a07-06] 山菜亭セット
『北の山ワサビ無添加すりおろし』
は、すりおろす手間がいらず、冷凍保
存で食べたい量だけ使用できます。
行者ニンニクは天然物を採取し、手
作りで浅漬けしました。自然のままの
豊富な栄養と美味しさをお楽しみくだ
さい。
【内容量】山ワサビすりおろし30g×2ヶ
行者ニンニク(醤油漬・キムチ漬)各1ヶ

[a07-08] 淡雪ロールと生チョコ
淡雪ロールは、淡雪のように真っ白
でふわっふわのクリームを、しっとり
きめ細やかなスポンジロールで巻いた
ロールケーキです。
生チョコは、北海道の新鮮な生ク
リームをたっぷり使いました。とろけ
る美味しさをお楽しみください。
【内容量】淡雪ロール360g、生チョコ100g

[a07-11] 十勝芽室コーン炒飯Tシャツ

【内容量】1着(S～3L)

スイートコーン生産量日本一の芽室
町で生まれたご当地グルメ「十勝芽室
コーン炒飯」のオリジナルTシャツ。
ロゴには、子どもたちに美味しいと
うきびを食べて、すくすく育って欲し
いという思いが込められています。
※サイズ(S～3L)を備考欄に記入して
ください。

[a07-13] 芽室応援Tシャツ

【内容量】1着(S～XL)

一見、普通のデザインTシャツです
が、よく見ると「芽室(めむろ)」のロ
ゴがあしらわれています。真ん中の
山は、芽室の嵐山(あらしやま)をイ
メージ。普段着感覚でご使用いただ
けます。
※サイズ(S・M・L・XL)を備考欄に
記入してください。

10,000円以上の寄附でお申込できます
[b10-03] 十勝旅情

[b10-05] 小久保のラムジンギスカン

2017年に創業100年を迎えた芽室
町の老舗菓子店「まさおか」のお菓子
詰め合わせ。
十勝産小豆、芽室町産ルバーブ、砂
糖など、地元十勝・芽室産の材料にこ
だわった美味しいお菓子です。
【内容】ルバーブジュレ、柏の詩、ゲートボールクッキー、
じゃがいも最中、百世(あん・ルバーブ) 計18ヶ

【内容量】400g×3パック

醤油ベースに果実をふんだんにすり
おろし、加熱処理を一切していない手
作りの生ダレに、肉は厳選した仔羊肉
（サイドロール）を使用しています。
玉ねぎ、もやし、きのこ類などたっ
ぷりの野菜と一緒にお召し上がりくだ
さい。ホットプレートやフライパンで
も美味しく調理できます。

10,000円以上の寄附でお申込できます
[b10-06] 大地の熟成黒にんにく
十勝産の生にんにくを熟成させた
「黒にんにく」です。
抗酸化作用や抗菌作用、コレステ
ロール低下、疲労回復などの効果があ
るといわれ、お年寄りからお子様まで
毎日食べても大丈夫です。

[b10-07] すず喜、の豚丼・串焼き
めむろ産ケンボロー種の豚ロースを
使用したタレ付豚丼セット、同じくケ
ンボロー豚のバラ肉を使用した豚串、
牛肉(アメリカ産)の上質な部分を使用
した牛サガリ串に、色々な料理に使え
るオリジナル調味料「なまらウマイ
醤」が入っています。調理レシピつき。
【内容量】豚ロース×6枚、豚串×3、牛サガリ串×3本、豚丼の
たれ、なまらウマイ醤

【内容量】Mサイズ7ヶ

[b10-11] 北の味覚・昆布巻５種
昭和36年創業の老舗料亭が贈る昆
布巻の詰め合わせです。海・山・川の
新鮮な素材を一本いっぽん丁寧に巻い
た昆布巻は、飽きのこない控えめな味
付けで、普段のおかずや贈り物にぴっ
たりです。
【内容量】昆布太巻(にじます・さけ・べに鮭)
昆布巻(にしん・ごぼう)

[b10-12] ジンギスカン味くらべセット
スタンダードな醤油ベースのジン
ギスカンに加えて、オープン当初
(1969年)から変わらぬ製法で作り
続けている味噌ラムジンギスカンと、
さっぱり塩味のジンギスカンが一度
に楽しめます。
【内容量】醤油400g×1袋、味噌400g×1袋、塩400g×1袋

[b10-13] そば・うどん・パンケーキ
自家栽培の蕎麦を使っ
た「とかち豊穣そば」、
十勝産小麦100%の「十
勝のかおりうどん」、安
心・安全で体に優しい
「十勝のパンケーキ」の
セットです。
【内容量】蕎麦(乾麺)180g×3、うどん(乾麺)200g×3、
パンケーキミックス200g×１

[b10-17] 十勝めむろナチュラルチーズ
(おつまみ)
『十勝ボーノ切り出し生チーズ』は
モッツァレラ、チェダー、ゴーダの3
種類。モンドセレクション3年連続金
賞のカマンベールチーズ、牛乳とうふ
と共に、おつまみとしてお召し上がり
ください。
【内容量】十勝ﾎﾞｰﾉ切り出し生ﾁｰｽﾞ 40g×3種類
カマンベール切れてるタイプ、牛乳とうふ 150g×3ヶ

[b10-28] 十勝めむろ産えだまめ「極」
鮮やかな緑色のさやと、茶豆
のような香ばしさ、深い甘みを
兼ね備えた十勝めむろえだまめ
「極」。そのひと味違う美味し
さを逃さず、風味を凝縮してい
ます。
【内容量】十勝めむろえだまめ「極」300g×9袋

[b10-16] 十勝めむろナチュラルチーズ
(ホームパーティー)
『十勝ボーノ切り出し生チーズ』は
モッツァレラ、チェダー、ゴーダの3
種類を個包装にしました。牛乳とうふ
はサラダ、天ぷら、煮物など色々な料
理に使用できるのでホームパーティー
にもぴったり。
【内容量】十勝ﾎﾞｰﾉ切り出し生ﾁｰｽﾞ 40g×2袋×3種類
牛乳とうふ 150g×3ヶ

[b10-27] ケンボロー豚ウインナー・フランク
肉質がやわらかく、臭みが少ないの
が特徴の「めむろ産ケンボロー豚肉」
100%でつくったウインナーとフラン
クです。ジューシーな味わいと程よい
香辛料は、そのまま焼いて食べても、
料理に使用しても美味です。
【内容量】ウインナー300g×2袋、フランク400g×1袋

[b10-29] 旨味濃縮 十勝めむろえだまめ
芽室町で収穫された新鮮なえ
だまめを、サッと茹でて急速冷
凍することで鮮度と旨みを閉じ
こめました。実がふっくらとし
て、甘みがあるのが特徴です。
栄養たっぷりで、お子様のお
やつにもぴったり。
【内容量】十勝めむろえだまめ 300g×10袋

10,000円以上の寄附でお申込できます
[b10-31] 明治北海道十勝チーズ
カマンベール5個セット
モンドセレクション3年連続金賞の
旨みたっぷりカマンベールチーズの
セットです。
切れていないタイプ、切れているタ
イプ、ブラックペッパー入り切れて
いるタイプの3種をお楽しみください。
【内容量】カマンベールチース90g×2個 切れてるタイプ×2個
切れているタイプブラックペッパー入り90g×1個

[b10-33] 明治北海道十勝チーズ
カマンベール・スライスチーズセット
モンドセレクション3年連続金賞のカマ
ンベールチーズ3種と、贅沢スライス３
wayタイプ旨み濃厚チェダーブレンド、
香り濃香パルメザンブレンドの2種をセッ
トしました。
【内容量】カマンベール90g×2個
切れてるタイプ90g×1個 ブラックペッパー入り90g×1個、
贅沢スライス3wayタイプ チェダー･パルメザン×各1個（各120g)

[b10-35]明治北海道十勝チーズ
カマンベール・スマートチーズBセット
モンドセレクション3年連続金賞のカ
マンベールチーズに、スマートチーズ和
風だしかつおと、スマートチーズ和風だ
しほたてをセットしました。
【内容量】カマンベール90g×2個
切れてるタイプ90g×1個 ブラックペッパー入り90g×1個、
スマートチーズ和風だしかつお・ほたて 各1個（各90g）

[b10-32] 明治北海道十勝チーズ ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ
ｸﾜﾄﾛﾌｫﾙﾏｯｼﾞ･細切りﾁｰｽﾞセット
モンドセレクション3年連続金賞の
カマンベールチーズ3種に、クワトロ
フォルマッジ十勝産4種のチーズ、細
切りチーズをセットにしました。
【内容量】カマンベール90g×2個
切れてるタイプ90g×1個
ブラックペッパー入り90g×1個、 細切りチーズ130g×1個
クワトロフォルマッジ十勝産4種のチーズ140g×1個

[b10-34] 明治北海道十勝チーズ
カマンベール・スマートチーズAセット
モンドセレクション3年連続金賞のカ
マンベールチーズにスマートチーズチェ
ダーブレンドと、スマートチーズパルメ
ザンブレンドをセットしました。
【内容量】カマンベール90g×2個
切れてるタイプ90g×1個 ブラックペッパー入り90g×1個、
スマートチーズチェダーブレンド・パルメザンブレンド
各1個（各90g)

[b10-36] 十勝産黄金のとうもろこしと
生クリームで仕立てたコーンスープ
十勝産とうもろこし「ゴールドラッ
シュ」と十勝産生クリームなど贅沢素材
を使用し、牛乳を加えるだけで簡単に作
れる濃縮タイプのクッキングスープです。
※冷たいままでも、温めても美味しくお
召し上がりいただけます。
【内容量】180g（2人前）×８袋

11,000円以上の寄附でお申込できます
[b11-01] BITO LABO そば・うどん
自家栽培の蕎麦と十勝産小麦
をブレンドした香り高く粘りの
強い平蕎麦と、十勝産小麦100%
のコシが強いうどんのセット。
冷やしても、温めても、美味
しく召し上がれます。
【内容量】蕎麦(乾麺)180g×4、うどん(乾麺)200g×4

[b11-04] 明治北海道十勝チーズベスト７
明治十勝のチーズを7種類各１個ずつ
厳選し詰め合わせたセットです。
【内容量】贅沢スライス３wayタイプ
２種(ﾁｪﾀﾞｰ･ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾌﾞﾚﾝﾄﾞ)各120g
スマートチーズ2種(ﾁｪﾀﾞｰ･ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝ
ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ)各90g
カマンベールチーズ、カマンベール切れているタイプ各90g
クワトロフォルマッジ十勝産4種のチーズ140g
各1個

[b11-0２] 十勝めむろ加工品セット 7種類
幻のじゃがいも「マチルダ」が
入った十勝めむろカレー（レトル
ト）、芽室産小麦ゆめちからを
使ったパスタ、3種類の野菜をフ
リーズドライした「物語り」等、
芽室町の味をお楽しみ下さい。
【内容量】十勝めむろカレービーフ（２種類）各２個
北のゆめパスタ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・石臼挽きﾌﾞﾚﾝﾄﾞ) 各１個
もろこし物語り、えだまめ物語り、あずき物語り各１個

[ｂ11-05]明治北海道十勝チーズ
カマンベール燻製含む5個セット
モンドセレクション3年連続金賞の旨み
たっぷりカマンベールチーズのセットに
「燻製」が加わりました。
切れていないタイプ、切れているタイプ、
ブラックペッパー入り切れているタイプ
の４種をお楽しみください。
【内容量】ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞ90g×2個 切れてるタイプ90g×1個
ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ入90g×1個 燻製×1個

12,000円以上の寄附でお申込できます
[b12-01] ミルクジェラート12個セット

[b12-02] めむろ物語
芽室産のとうもろこし、十勝産の豆
を使用した餡入り焼き菓子など、郷土
食豊かなお菓子詰め合わせです。
ヘルシーなドーナツや、芽室町の木
である柏の葉をかたどったリーフパイ
は人気の一品。

土づくり、餌づくり、牛づくり
を基本に乳質に最善の注意を払い、
“安全” “安心” “おいしさ”にこだ
わった「おぎミルクファーム」で
生産された新鮮な牛乳を、そのま
まジェラートにしました。
【内容量】ホルスタインミルクジェラート(90mL×12個)

【内容】ドーナツ、リーフパイ、かぼちゃパイ、マドレーヌ、
フルーツグラノーラのチョコもなか 等 計12種17ヶ

13,000円以上の寄附でお申込できます
[b13-01] にじますと十勝の恵み詰合せ
にじます活魚料理専門店「松久園」か
ら、十勝川の清流美生川のほとりで養殖
された新鮮で臭みのない「にじます」を
使用したお惣菜を。
「にじますのから揚げ」はサクサクの
身に秘伝のタレが絶品です。
【内容】にじますのから揚げ、甘露煮、マリネ、べに鮭マリネ、
黒豆煮豆、金時煮豆、にじます昆布巻 各1ヶ

14,000円以上の寄附でお申込できます
[b14-03] 味付ラムジンギスカン
「ジンギスカンの小久保」として
知られる、ジンギスカンが有名な精
肉店が、厳選した柔らかい仔羊肉を
使用し、醤油ベースに果実をふんだ
んに加え、加熱処理を一切していな
い秘伝の手作り生ダレで漬け込んだ
ジンギスカンのセットです。
【内容量】400g×5袋

[b14-04] ジンギスカン味くらべセット
スタンダードな醤油ベースのジン
ギスカンに加えて、オープン当初
(1969年)から変わらぬ製法で作り
続けている味噌ラムジンギスカンと、
さっぱり塩味のジンギスカンが一度
に楽しめます。
【内容量】醤油400g×2袋、味噌400g×2袋、塩400g×1袋

[b14-07] 乾燥野菜アラカルト
芽室町内で収穫された新鮮野菜を使
用し、手軽に美味しく召し上がれる乾
燥野菜のセットです。
レシピつきなので、どなたでも簡単
に調理することができます。
【内容】切り干し大根(太切り・厚切り)各50g×2
乾燥ささがきゴボウ40g×2、煮物セット40g×2
炊き込みご飯の素(大豆・黒豆)各2ヶ

[b14-05] リスどんセット
地元農家の新鮮な卵を使用した美味
しいパウンドケーキとクッキーを、ひ
とつひとつ丁寧に手作りで製造してい
ます。
味の種類も豊富で、チョコやパンプ
キンなど、どれもお薦めです。
【内容】パウンドケーキ(大1ヶ・中2ヶ・ハート4ヶ)
クッキー10袋

[b14-08] カップアイスクリーム12種類
自家生産の新鮮な牛乳をたっぷり使
い、地元の新鮮な野菜、豆類、生ク
リームなどの素材にこだわりました。
安定剤（添加物）を使わない、酪農家
の母ちゃんの愛情たっぷりアイスは
12種類の味が楽しめます。
【内容量】 95mL×12種類(みるく・山わさび・かぼちゃ・抹茶・とう
きび・黒豆きなこ・あずき・黒ごま・チョコア・チョコヒー
・ラムレーズン・ヨーグルト）

16,000円以上の寄附でお申込できます
[b16-03] 明治北海道十勝チーズベスト１１
明治十勝のチーズを11種類各１個ずつ
厳選し詰め合わせた贅沢なセットです。
【内容量】贅沢スライス３wayタイ２種
(ﾁｪﾀﾞｰ･ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾌﾞﾚﾝﾄﾞ)各120g、スマート
チーズ2種(ﾁｪﾀﾞｰ･ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾌﾞﾚﾝﾄﾞ)各90g
カマンベールチーズ、カマンベール切れて
いるタイプ、切れてるタイプブラックペッパー入り各90g
細切りチーズ130g、かおり濃香パルメザンチーズ荒砕き40g
クワトロフォルマッジ十勝産4種のチーズ140g
パルメザンチーズ80g、各1個

[b16-04] 明治北海道十勝チーズ
カマンベール「燻製」を含む８個セット
モンドセレクション3年連続金賞の
旨みたっぷりカマンベールチーズに
「燻製」が加わった４種を贅沢に詰
め合わせたセットです。
切れていないタイプ、切れているタ
イプ、ブラックペッパー入り切れて
いるタイプをお楽しみください。
【内容量】カマンベールチース90g×2個、切れてるタイプ90g×2個
切れているブラックペッパー入り90g×2個、燻製90ｇ×2個

18,000円以上の寄附でお申込できます
[b18-01] 明治北海道十勝チーズ
カマンベール・パルメザンBセット
カマンベールチーズ3種とパルメザン
チーズ4種、クワトロフォルマッジ十勝産
チーズを詰め合わせた11個入セットです。
【内容量】カマンベールチース90g×2
切れてるタイプ90×2、切れているタイプ
ブラックペッパー入り90g×1、贅沢ｽﾗｲｽ３
wayﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾌﾞﾚﾝﾄﾞ120g×１、スマートチーズﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾌﾞﾚﾝﾄﾞ90g
×1、クワトロフォルマッジ十勝産4種のチーズ140g×1
ﾊﾟﾙﾒｻﾞンチーズ80g×2、かおり濃香ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝチーズ粗砕き40g×1

20,000円以上の寄附でお申込できます
[b20-01] 3種のミルクと季節のジェラート
ホルスタイン、ブラウンスイス、
ジャージーの3種を、それぞれ牛乳本
来の味が残るように仕上げたミルク
ジェラートと、季節によって内容の変
わる旬のジェラート6種類をセットに
してお届けします。
【内容量】ホルスタイン・ブラウンスイス・ジャージーミルク、
季節のジェラート6種（各90mL×2個 計18個)

[b20-03] 明治北海道十勝チーズ
カマンベール・バラエティセット
明治北海道十勝の旨みたっぷりチーズを
12個、贅沢に詰め合わせたセットです。
【内容量】カマンベールチース90g×2個
切れてるタイプ90×2個、切れているタイプ
ブラックペッパー入り90g×2個、贅沢ｽﾗｲｽ３
way(ﾁｪﾀﾞｰ･ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾌﾞﾚﾝﾄﾞ)120g各１個、スマートチーズ(ﾁｪﾀﾞｰ･ﾊﾟﾙ
ﾒｻﾞﾝﾌﾞﾚﾝﾄﾞ)90g各1個、クワトロフォルマッジ十勝産4種のチーズ
140g1個、細切りチーズ130g1個

[b20-02] 3種のミルクとおすすめジェラート
ホルスタイン、ブラウンスイス、
ジャージーの3種を、それぞれ牛乳
本来の味が残るように仕上げたミル
クジェラートと、人気のおすすめ
ジェラート6種類をセットにしてお
届けします。
【内容量】ホルスタイン・ブラウンスイス・ジャージーミルク、
黒豆きなこ、スイートコーン、ヨーグルト、抹茶、
苺ミルク、ミルクコーヒー（各90mL×2個 計18個)

