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商品注文用紙

お支払先
七十七銀行志津川支店
普通　9100733
一般社団法人南三陸町観光協会
会長　及川 吉則

ご注文用紙送付先⇒ FAX：0226-25-7112
メール⇒ post@m-kankou.jp

お申込者
（本人様ご自宅）

●今後ＤＭ送付の可否：　可　・　否　（どちらかに〇をつけてください。）

〒 -

フリガナ

〒 -

1.お振込み

2.着払い

1.お申込者

（本人様ご自宅）

2.お申込者以外の

お届け先

商品単価（税込）数量

午前中

12時～14時

14時～16時

種類・タイプ

名前

お申込者以外に発送希望の場合は下記へご記入下さい。

FAX

メール

電話番号
フリガナ

振込予定日

16時～18時

お届け希望日 時間帯 送付方法

支払・送料の
留意事項

注１）お振込の場合、料金お支払い後の発送になります。
注２）送料着払いにてお送りいたします。

クロネコ
宅急便

宛先電話

宛先FAX

お届け先 お支払方法

商　品　名

住所

合計

備考欄

※３

1

2

3

4

5

6

7

住所

※１

宛名

お支払・発送方法

必ずご記入ください。

※2　受注から7日間振込確
認が取れない場合、キャン
セルとみなします。

※1　お振込の場合、料金
お支払い後の発送になりま
す。

※3　発送はお振込から2～
3日お時間を頂きます。
※4　送料着払いにて発送
いたします。

商品注文欄

商品情報をもう一度ご確認
ください。

南三陸町にイースター島より贈呈されたモアイ像。

今日も町の復興を見守っています。
※モアイは「未来に生きる」を意味します。



ミニモアイ像
7色のカラフルモアイ大集合
7 COLORS MINI-MOAI

南三陸

限定！

I♥MSR缶バッジ
南三陸をもっと知ってほし

い！好きになって欲しい！そ
んな思いから始まった I♥
MinamiSanRikuシ リ ー ズ。
22柄から、自分にぴったりの
柄を見つけてください。

価格：￥300（税込）
柄：22柄

モアイおかき
南三陸産の海産物を練り込

んだ本格おかき。しっかりと
した味で美味しくお召し上が
りいただけます。

価格：￥500（税込）
内容量：100g
味：ひじき・わかめ・のり

おしゃぶり寒磯のり
シコシコした歯ごたえと、

香ばしい磯の香りをお楽しみ
いただけます。ほんのり塩味
がついているため、そのまま
お召し上がりください。

価格：￥500（税込）
内容量：15g

モアイ飴
大正10年創業の老舗「金太

郎飴本店」が作る、昔ながらの
美味しいモアイの飴。何処を
切っても、シュールなモアイ
が顔を覗かせます。

価格：￥500（税込）
内容量：15粒
味：サイダー・イチゴ・チョコ

南三陸モアイファミリー
乾物セット
南三陸で作られる特選乾物

をセットにしました。南三陸
の美味しい磯の香りを満喫い
ただけます。

価格：￥2,100（税込）
内容（左から）：味付けのり、寒磯
のり、とろろ昆布、ふのり、すき昆布

モアイTシャツ
折ジワが付きにくい、柔ら

かく上質な生地のTシャツ。
首周り・袖周りは2重縫製の
ため、一年着てもヨレません。

価格：￥2,900（税込）
サイズ：S～ XL
色：グレー・ホワイト・ブラック・カー
キ・バーカンディー・ブルー

モアイパーカー
軽い生地を採用した、スリ

ムなシルエットのフードパー
カー。サラッとモ愛な着心地
です。

価格：￥4,300（税込）
サイズ：S～ XL
色：グレー・ネイビー・オーシャ
ンブルー・バーガンディー

ミニモアイ像
東日本大震災で被害を受け

た南三陸町のサンオーレ袖浜
の砂を採取し、復興の願いを
込めて作ったモアイ像。色別
に上昇運気が異なります。

価格：￥1,000（税込）
原材料：サンオーレ袖浜の砂
重量：30g

手のひらサイズの
モアイ像
東日本大震災で被害を受け

た南三陸町のサンオーレ袖浜
の砂を採取し、復興の願いを
込めて作ったモアイ像。

価格：￥2,000（税込）
原材料：サンオーレ袖浜の砂
重量：160g

モアイストラップ
南三陸町の間伐材を利用し

て制作した軽くナチュラルな
ストラップ。モアイのお守り
パワーをお持ち帰りください。

価格：￥380（税込）
種類：2種類
原材料：南三陸町の間伐材

南三陸
OMOIDE 最愛
通販⇒0226-46-2240（YUSHINDO）

最中の皮にサクサクのサブ
レ生地をのせた、食感が楽し
いお菓子です。

価格：￥90（税込）

南三陸モアイ発！
福興へGO!フレット
通販⇒0226-46-3202（阿部茶舗）

南三陸に贈呈されたモアイ
像の顔を、大きく焼印した
ゴーフレット。クリームにこ
だわった美味しいお菓子です。

価格：￥800（税込）
内容量：10枚入り
味：抹茶クリーム・バニラク
リーム（各5枚）

モアイワンカップ
通販⇒0226-47-1076（山内鮮魚店）

モアイと「未来に生きる」と
いう文字を、伝統的なきりこ
風にあしらったワンカップ。
飲むと明日への力が湧いてき
ます。

価格：￥360（税込）
内容量：180ml詰

モアイタオル
南三陸の福祉施設でデザイ

ンされたゆる～いモアイ像が、
全面に凹凸で施されたモアイ
のタオルです。

価格：￥1,080（税込）
サイズ：高85cm、幅35cm

モアイ笑はがき
南三陸の福祉施設でデザイ

ンされたゆる～いモアイ像が
プリントされたモアイのハガ
キ。原材料には牛乳パックを
再利用しております。

価格：￥500（税込）
内容量：5枚入
原材料：牛乳パック

モアイはがき
南三陸町のモアイ像が、

ドット柄でデザインされたお
洒落なハガキ。大切なあの人
に手紙を送ってみては。

価格：￥150（税込）

モアイ付箋
表情豊かなモアイの付箋。

それぞれのモアイが方言を喋
ります。裏面にはモアイと南
三陸の関わり、方言の説明が
記載してあります。

価格：￥410（税込）

モアイ3色タッチペン
iPad、iPhone、スマート

フォンに便利なタッチペン付
き3色ボールペン。南三陸の
モアイのキャラクター“モアー
チョ”とその家族がプリントさ
れております。

価格：￥500（税込）
色：シルバー・ゴールド・ブルー

モアイクリアファイル
モアイファミリーが全面に

プリントされたクリアファイ
ル。裏面には色んなモアイの
イラストがプリントされてい
ます。

価格：￥300（税込）
色：ブルー・イエロー

モアイマグネット・
モアイステッカー
モアイファミリー全員がプ

リントされたマグネット＆ス
テッカー。色んな所にペタペ
タと貼ってください。

価格：各￥300（税込）
色：マグネット（白）、ステッ
カー（ブルー・イエロー）

モアイキーホルダー
モアイファミリーが１体１

体プリントされたキーホル
ダー。ちょっとしたところに
付けてお使いください。色別
に上昇運気が異なります。

価格：￥400（税込）
色：全7色

BOND OF
MOAI & MINAMISANRIKU
モアイと南三陸の繋がり
　1960 年のチリ地震津波により被害をうけた南三陸町とチリ共和国。
震災から31 年後の1991 年、復興と友好の証しとして、はるか遠くチリ
から南三陸町にモアイ像がやってきました。

　そして、2011 年3 月11 日。町は巨大津波によりその姿を失
い、モアイ像も流されてしまいます。しかし、目に見えるものが失わ
ても国境を越えた絆は決して絶えることがなく、2013 年5 月25 日、
新しいモアイ像がチリのイースター島から南三陸町にやってきました。

　イースター島の歴史の中で、モアイ像を島外に出すことは初めてのこ
とだそうです。「モアイ」には「未来に生きる」という意味があると言われて
います。地震と津波という大自然の脅威を知る二つの場所は、互いを思い
合う誠意と友情こそが「未来に生きる」大きな力となることを改めて確かめ
合ったのです。

　沢山の方の尽力の下、南三陸町に贈られたモアイ像は、南三陸さん
さん商店の敷地内で、今日も南三陸町を見守り続けています。

M O A I  G O O D S  I N  M I N A M I S A N R I K U
南三陸

限定！
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の

モ
ア
イ
像

※みなみな屋通販対象外 ※みなみな屋通販対象外 ※みなみな屋通販対象外

他のオススメ商品！


