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人と海鳥が共生する島
「焼尻島」を有し、夕

羽幌町は、北海道北部の日本海
ほぼ中央に位置し、日本最北の
地で、日本トップクラスの甘え
る、漁業・農業を主産業とした
です。

⽢えび・⽔産加⼯品
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お申込 からお⽀払

こちらのマークはインターネットでの
お申し込み限定品となっております。

旅⾏・交通
定期便

11〜12ペ ジ
13ページ

①郵送の場合①郵送の場合
寄附申込書及び返礼品希望票を⽻幌町役場
地域振興課宛てに郵送してください。

お申込みからお⽀払

②②FAXFAXの場合の場合

③インターネットの場合③インターネットの場合

域振興課宛

寄附申込書及び返礼品希望票を
0164-62-1219に送信してください。

③インタ ネットの場合③インタ ネットの場合
ふるさとチョイスふるさとチョイス ふるふるなびなび 楽天ふるさと納税楽天ふるさと納税

２

※裏表紙（12ページ）にお礼の品について注

「天売島」と羊と緑の原生林の島
陽の美しい、自然に恵まれた町。

海側、留萌管内の
のうるち米の生産
えびの漁獲高を誇
た自然豊かなまち

例えば……30,000円ご寄付される場合

御礼の品の選び⽅

組み合わせ⽅を
選べます！

【その１】10,000円の返礼品を３品

【その２】10,000円の返礼品を１品

20,000円の返礼品を１品

組み合わせ⽅組み合わせ⽅ご相談ください！ご相談ください！

払 ま 流れ

【その３】30,000円の返礼品を１品

お名前・⾦額など印字をし、後⽇郵送いたします。
お近くの郵便局でご⼊⾦ください。

郵便振替でのお⽀払い郵便振替でのお⽀払い

払いまでの流れ

書留でのお⽀払い書留でのお⽀払い
現⾦書留にて、⽻幌町役場地域振興課まで
送⾦してください。

クレジットカード決済クレジットカード決済ははインターネットインターネット
からの申込みのみ対応からの申込みのみ対応しています。しています。
※※その他⽀払いについてサイトによって異なりその他⽀払いについてサイトによって異なり
ますので各サイトにて確認お願いいたします。ますので各サイトにて確認お願いいたします。

注意事項がございますのでご覧ください。



[051] 超速リキ ド凍結でドリ プゼロ！北海

いずれ
事業者
お好き

[051] 超速リキッド凍結でドリップゼロ！北海

◆⽻幌産の⽢えびは透き通った朱⾊の殻の中からプリッと
のなかに絶妙な⽢味をかもし出します。
ぷりっぷりの⽢えびを産地直送でお届けします。
頭のミソをお醤油に溶かして、お刺⾝でどうぞ！

び パ【内容】⽢えび 1㎏（200ｇ×5パック）
１パック（200ｇ）17〜20尾

【配送】冷凍
【業者】北るもい漁業協同組合

[052] 3D冷凍で新鮮さそのまま 北海道羽幌産

◆⽻幌産の⽢えびを「３Dフリーザー」という急速冷凍機
1尾1尾バラバラで、⽢えびの⾊や旨みを逃さないノー
冷凍。お刺⾝で⾷べられます。

【内容】⽢えび 1㎏（500ｇ×2パック）
【配送】冷凍
【業者】株式会社重原商店【業者】株式会社重原商店

[052] 北海道羽幌産 子持ち甘えび 1kg 【

◆⽻幌産の⼦持ち⽢えびのみを集めて瞬間冷凍◆⽻幌産の⼦持ち⽢えびのみを集めて瞬間冷凍。
エメラルドグリーン⾊の卵は⽣で味わうことができ
⽢い⾝や頭のミソと⼀緒にどうぞ。

【内容】⼦持ち⽢えび 1㎏（約70〜80尾前後）
【配送】冷凍
【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

海道羽幌産生鮮甘えび 1k 寄付金額

れも羽幌町で獲れた甘えびで「1㎏入り」です。
者が違うのでパッケージ方法などが変わります。
きな商品を選んでください。

海道羽幌産生鮮甘えび 1kg 寄付金額

¥10,000以上

とした⾷感

（パッケージ）
200g×5パック⼊り

【超速リキッド凍結】

通常の20倍の速さで冷凍することにより、

産刺身用プリプリ甘えび 1kg

えびの細胞破壊を防ぎドリップ（解凍
液）を抑えます。しっかりとした⾷感と
⽢さを保ち旨みを逃しません。

寄付金額

¥10,000以上

（パッケ ジ）

機で凍結。
ドリップ

（パッケージ）
500g×2パック⼊り

【３D冷凍】

組織破壊がほとんどなく、ムラなく美し
く安全な状態で冷凍します。⾼湿度冷気
で包み込んで冷却しますので、冷凍の際
の乾燥、⾶沫もありません。美味しさを
損なわず、解凍の際、パーフェクトに近損なわず、解凍の際、パ フェクトに近
い再現をします。

数量限定】 寄付金額

¥10,000以上

【注意事項】
こちらの商品は、発砲スチロールごと冷
凍されており バラ凍結ではありません凍されており、バラ凍結ではありません。
お召し上がりの際は、半解凍してからバ
ラしてお使いください。
（解凍⽅法のパンフレットつき）

３

きます。



[352] 数量限定 北海道羽幌産 [272] 数量限定 北海道[352] 数量限定 北海道羽幌産
特大ぼたんえび１㎏

[272] 数量限定 北海道
特大ゴジラエビ１㎏寄付金額

¥30,000以上

◆漁獲が難しい特⼤サイズの⽢えびを
数量限定で1㎏分お届け！お刺⾝は
もちろん蒸しても焼いても⽢く濃厚
です。

【内容】特⼤サイズぼたんえび 1㎏

◆正式名「イバラモエ
ない希少なエビ。お刺
おススメ。

【内容】特⼤サイズゴジ

[053] 漁師直送！北海道羽幌産
刺身用 甘えび

[303] 北海道羽幌産
冷凍むき甘えび 1kg 寄付金額

¥10,000以上

【内容】特⼤サイズぼたんえび 1㎏
※バラ凍結ではありません

【配送】冷凍
【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

【内容】特⼤サイズゴジ
※バラ凍結では

【配送】冷凍
【業者】株式会社まるや

◆プリッとした⾷感の
殻をすべて剥いた状
け！⾷べたいけど剥
い⽅や⾯倒という⽅

【内容】冷凍むき⽢え
【配送】冷凍
【業者】北るもい漁業

◆えび篭船「第51⾼砂丸」が直接お届
け。獲れたてを活きたまま急速冷凍。
取り出しやすいバラ凍結にしました。

【内容】刺⾝⽤⽢えび 250g×2袋
【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部

[351] 超速リキッド凍結でドリップゼロ！
北海道羽幌産生鮮ぼたんえび 1kg

[302] 漁師直送！北
刺身用甘えび・ぼたんえび

寄付金額

¥30,000以上

◆⼀尾20〜40ｇある重量感たっぷりの
ぼたんえび。

◆えび篭船「第51⾼砂
け。獲れたてを活きた
取り出しやすいバラ凍

４

【内容】ぼたんえび1㎏(200g×5パック)
１パック約6〜8尾前後

【配送】冷凍
【業者】北るもい漁業協同組合

取り出しやすいバラ凍
⽢えびとぼたんえび両
【内容】刺⾝⽤⽢えび

刺⾝⽤ぼたん
【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦

道羽幌産 [071] 北海道羽幌産道羽幌産
寄付金額

¥30,000以上

[071] 北海道羽幌産
むき甘えび 200g

寄付金額

¥10,000以上

◆⽢えびの殻をむいてあるので、解凍
後すぐに⾷べれて便利。尻尾つきで
盛り付けも美しくできます。

【内容】むき⽢えび(尻尾つき) 200g

ビ」漁獲量が少
刺⾝や天ぷらが

ジラエビ 1㎏

産
        

[059] 漁師直送！北海道羽幌産
刺身用 ぼたんえび

寄付金額

¥10,000以上

寄付金額

¥20,000以上

【内容】むき⽢えび(尻尾つき) 200g
約30尾⼊・真空パック包装

【配送】冷凍
【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

ジラエビ 1㎏
はありません

や渋⾕⽔産

,

の⽢い、⽢えびを
状態で1㎏分お届
剥き⽅がわからな
⽅にぴったり！
えび 1㎏

業協同組合

◆えび篭船「第51⾼砂丸」が直接お届
け。獲れたてを活きたまま急速冷凍。
取り出しやすいバラ凍結にしました。

【内容】刺⾝⽤ぼたんえび 250g×2袋
【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部

北海道羽幌産
びセット

[067] 北海道羽幌産お刺身用甘えびと
味付けかずのこセット

寄付金額

¥20,000以上

寄付金額

¥10,000以上

◆お刺⾝で⾷べれる”⽢えび”と”味付か
ずのこ”のセット。３D凍結で新鮮さそ
のままの⽢えび かずのこはパリパリ

砂丸」が直接お届
たまま急速冷凍。
凍結にしました。 のままの⽢えび。かずのこはパリパリ

関⻄⾵⽩醤油仕⽴で⾒た⽬も鮮やか。
【内容】⽢えび 500ｇ

味付かずのこ 140g⼊×2袋
【配送】冷凍（賞味期限90⽇以内）
【業者】株式会社 重原商店

凍結にしました。
両⽅を味わえます。
び 250g×2袋
んえび 250g×2袋

蝦名漁業部



[055] 北海道の贅沢おつまみ [056] 重原商店厳[055] 北海道の贅沢おつまみ
８種詰め合せ

[056] 重原商店厳
食べ比べ寄付金額

¥10,000以上

◆⽻幌産⽢えび・タコ・鮭を使⽤した珍味
と北海道⺠のソウルフードにしんの切込、
糠にしん・数の⼦オクラのセット。

【内容】⽢えびの塩⾟、⽢えびわさび、
旨⾟にしん醤、たこわさび、
鮭とば 糠にしん にしん切込

◆⽻幌産⽢えびを
３種類の厳選され

【内容】⽢えびの塩
⽢えびの味鮭とば、糠にしん、にしん切込

数の⼦オクラ
【配送】冷凍（賞味期限90⽇以内）
【業者】株式会社 重原商店

[058] えびラーメ

⽢えびの味
【配送】冷凍（賞味
【業者】株式会社

[069] 北のにしん屋さん
人気商品セット 寄付金額

¥10,000以上

◆特産の⽢えびを
ンセットになり

【内容】えびみそ
えびしお

【配送】常温
【業者】北るもい

◆【数量限定】糠にしんや⽢えびの三升漬
けなどの⼈気商品のお得なセット。

【内容】花笠漬にしん、⼦持ちにしん、
⼲し⽢えび30g、
⽢えび塩⾟、⽢えび三升漬け
各１個

【配送】冷凍
【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

[060] 漁師が作る！甘えびの
パスタソース

[301] 漁師が作る
使ったラスクの詰め寄付金額

¥10,000以上

【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

◆蝦名漁業部オリ
の⽢えび・ほた
⽢くないラスク

◆蝦名漁業部オリジナル商品！ソース
を絡めれば本格⽢えびパスタの出来
上がり ⽢く

添加物は⼀切使
【内容】⽢えびの

ほたてと
昆布と⽢

【配送】常温
【業者】有限会社

上がり。
【内容】⽢えびパスタソース

(プレーン・トマト・ナッツ）
各１瓶

【配送】常温
【業者】有限会社 蝦名漁業部

厳選甘えび [057] 甘えびわさび・たこわさび・厳選甘えび
セット

[057] 甘えびわさび たこわさび
数の子オクラセット寄付金額

¥10,000以上
寄付金額

¥10,000以上

◆「はぼろ⽢えびまつり」で⼤好評
だった「⽢えびわさび」「たこわさ
び」を商品化！健康増進オクラと数
の⼦のネバネバが⼤好評の「数の⼦
オクラ」とセットで！

【内容】⽢えびわさび たこわさび

「わさび・塩・味噌」の
れた味付けで提供。

塩⾟、⽢えびわさび
味噌仕込み 【内容】⽢えびわさび、たこわさび

数の⼦オクラ 各２個
【配送】冷凍（賞味期限90⽇以内）
【業者】株式会社 重原商店

[271]北海道羽幌産甘えび使用！
きたる海の幸セット

メンセット

味噌仕込み
味期限90⽇以内）

重原商店

寄付金額

¥15,000以上

寄付金額

¥10,000以上

を使った⼈気のラーメ
ります。

そラーメン
おラーメン 各５個

い漁業協同組合

◆特産の⽢えびを使った加⼯品の詰め
合わせです。

【内容】えびみそラーメン
えびしおラーメン
⽢えびカレー 各２個
⽢えびだし、⽢えびだし醤油
⽢えびドレッシング 各１本

【配送】常温
【業者】北るもい漁業協同組合【業者】北るもい漁業協同組合

る！羽幌産甘えびを
め合わせ 寄付金額

¥20,000以上

リジナル商品！⽻幌産
たて・昆布を使⽤した
ク。

５

使⽤しておりません。
のラスク 4個
と⽢えびのラスク 4個
⽢えびのラスク 4個

社 蝦名漁業部



[068] 北海道羽幌産[065] 北海道羽幌産 [068] 北海道羽幌産
いくら・カジカの子セ

[065] 北海道羽幌産
天売ホッケセット 寄付金額

¥10,000以上

◆⽻幌町で⽔揚げされ
いくらと、北海道で
の⼦の醤油漬けをセ

【内容】鮭⼦いくら醤

◆脂の乗った新鮮なホッケ。
糠漬けと⼀夜⼲しの2種類セット。
こんがり焼き上げると程よい脂と
ホッケの旨みが溢れ出します。

【内容】糠ホッケ 2尾 【内容】鮭⼦いくら醤
カジカの⼦醤

【配送】冷凍
【業者】株式会社まる

【内容】糠ホッケ 2尾
開きホッケ 2枚

【配送】冷凍
【業者】有限会社 マリナシーフーズ

ガバメントクラウドファンディ

世 大規模 海鳥繁殖地世界最大規模の海鳥繁殖地
令和元年１１⽉〜令和２年１⽉の期間で、クラウド

２２３名の⽅々から３，５４０，０００円の寄付をいた
することが出来ました。

皆さまからいただいた寄付は、天売島の環境保護のた

【プロジェクト概要】
⽻幌の沖合いにある「天売島」は、世界最⼤規模

１００万⽻の海⿃が⾶来し、⼦育てをする⾵景を観
しかし、⼀部の海⿃が数を減らしており、原因は

の不⾜、漁網による混獲、野良猫が繁殖地に侵⼊し

６

の不⾜、漁網による混獲、野良猫が繁殖地に侵⼊し
⽻幌町では、天売島の⽣態系を守り、後世に伝え

ン⿃を誘引するための模型（デコイ）の設置、増え
を⾒つける取組みなど）に取り組んでいます。

[054] 筋子[054] 筋子
セット 寄付金額

¥10,000以上

寄付金額

¥10,000以上

れた天然秋鮭の
で⼤⼈気カジカ
セットで。
醤油漬け 150g

◆北海道⽇本海産の新鮮な鮭からとった
筋⼦を鮮度の良いうちに加⼯しました。

【内容】筋⼦（⽊箱⼊り） 400ｇ

品切れ中

醤油漬け 150g
醤油漬け 150g

るや渋⾕⽔産

【内容】筋⼦（⽊箱⼊り） 400ｇ
（数量限定）

【配送】冷凍
【業者】(株)丸や岡⽥商店 ⽻幌⼯場

ィングプロジェクトのご紹介

地「 売島 海鳥を守る地「天売島」の海鳥を守る！
ファンディングを実施したところ取組みに賛同頂いた
ただき、⽬標としていた２，０００，０００円を達成

ために⼤切に活⽤させていただいております。

↑
ＱＲコードを読み取ると、
プロジェクトの内容を確認できます。
（現在は終了しています ）

模の海⿃の繁殖地として知られており、シーズンには
観察することができます。
は外敵に存在や、海洋環境の変化によるエサ（⼩⿂）
してしまうことなどが挙げられています。

（現在は終了しています。）

してしまうことなどが挙げられています。
えていくため環境省等と協⼒し、様々な活動（オロロ
えすぎた野良猫を保護して飼い慣らし、新しい飼い主



[151] 北海道オロロン
グリーンアスパラガス 1.5kg [066]

寄付金額寄付金額

¥10,000以上

今年度の受付は終了
※必ずご

当商品
たら寄付
む発送先
お⼿数で
ので予め

賞味期

◆肥沃な⼤地、北海道⽇本海で太陽の光いっぱ
いに浴びて育ったグリーンアスパラ。栄養も
豊富に含んでおり、⾃然な⽢さが味わえます。

今年度の受付は終了
しました 今

賞味期
ようお願
しかねま

漁の都
をお願い

【内容】1.5㎏(Ｌｻｲｽ゙ 1袋750g・Ｍｻｲｽ゙ 1袋750g)
【配送】冷蔵（賞味期限10⽇以内）
【業者】オロロン農業協同組合

[306] 幻の高級食材！プレ・サレ焼尻
サフォークラム肉500g 寄付金額

¥20,000以上

◆
ス
外
さ
く

【
【
【

[601] 幻の高級食材！プレ・サレ焼尻
サフォークラム肉 半頭

寄付金額

¥200,000以上

◆ 2008年洞爺湖サミットで各国の代表へ振る舞われた「幻
の⽺⾁」。ストレスのない環境で育った⽺の⾁は驚くほどに
クセがありません。希少価値の⾼い「プレ・サレ」と称され

⽺⾁を半頭分お届 する⽺⾁を半頭分お届します。
【内 容】焼尻産⽺⾁(サフォーク種)半頭分・枝⾁

※ブロック加⼯は承れません
【配 送】チルド 賞味期限14⽇以内
【⽣産者】⽻幌町

北海道産塩水ウニ ７月～８月(漁がある時期)お届け

寄付金額

◆オロロン街道の極上夏のお楽しみ！
新鮮な昆布をたくさん⾷べた⽇本海の
ウニは⽢くてとろける美味しさです。
ミョウバン未使⽤。⾃然そのままの味
を楽しめます。
【内容】塩⽔ウニ１００ｇ １パック
【配送】冷蔵（賞味期限１週間以内）
【業者】有限会社 マリナシ フ ズ

寄付金額

¥10,000以上

ご確認ください。
品は、賞味期限が短く加⼯後すぐに発送いたします。そのため、発送が決まりまし
付者様宛に事業者よりメール⼜は電話にてご連絡いたします（メールアドレスを含
先情報を事業者に提供します。）ので必ずご確認ください。受取⼈が異なる場合は、
ですが寄付者様からご連絡をお願いします。尚、発送のお知らせは直前となります
めご了承ください。
期限の短い商品ですので ご連絡したお届け⽇には必ずお受け取りいただきます

【業者】有限会社 マリナシーフーズ今年度の受付は終了しました

期限の短い商品ですので、ご連絡したお届け⽇には必ずお受け取りいただきます
願いします。寄付者様のご都合により受け取れない場合、商品の保証・再発送は致
ますので予めご了承ください。
都合により、発送に遅れが⽣じたり、商品がご⽤意できない場合は返礼品の変更
いすることもございます。予めご了承ください。

◆2008年洞爺湖サミットで各国の代表へ振る舞われた「幻の⽺⾁」。
ストレスのない環境で育った⽺の⾁は驚くほどにクセがありません。
外敵のいない穏やかな⽣育環境や味わいから「プレ・サレ」と並び称
され、⾃然交配による繁殖により限られた⽣産頭数から希少価値も⾼
く「幻の⽺⾁」とも呼ばれています。

【内容】焼尻産⽺⾁(サフォーク種)500g ⼿切り加⼯・トレー容器
【配送】冷凍 賞味期限180⽇以内
【業者】はた精⾁店

[651] 幻の高級食材！プレ・サレ焼尻
サフォークラム肉 １頭

寄付金額

¥300,000以上

◆ 2008年洞爺湖サミットで各国の代表へ振る舞われた「幻の
⽺⾁」。ストレスのない環境で育った⽺の⾁は驚くほどにクセ
がありません。希少価値の⾼い「プレ・サレ」と称される⽺⾁
を 頭分お届 す

今年度の受付は終了しま
した

７

を１頭分お届します。
【内 容】焼尻産⽺⾁(サフォーク種)１頭分・枝⾁

※ブロック加⼯は承れません
【配 送】チルド 賞味期限14⽇以内
【⽣産者】⽻幌町



[152] 北海道羽幌産オロロン米
食べ比べセット

寄付金額

¥10,000以上

◆北海道⽶最⾼峰のゆめぴりかをはじめ、⼈気の品
種ななつぼし、おぼろづきを⾷べ⽐べできるお得
な商品！

【内容】⽻幌産⽶（真空パ ク）【内容】⽻幌産⽶（真空パック）
ゆめぴりか、ななつぼし、おぼろづき
各450ｇ（3合）×2個

【配送】常温（賞味期限30⽇以内）
【業者】オロロン農業協同組合

[300] 北海道羽幌産 特別栽米
ゆめぴりか5kg・ななつぼし5kgゆめぴりか5kg なな ぼし5kg

寄付金額

¥20,000以上

◆農薬、化学肥料を⼤幅に減らした特別栽培され
たお⽶です。

【内容】⽻幌産特別栽培⽶ ゆめぴりか 5㎏×1袋
ななつぼし 5㎏×1袋

【配送】常温
【業者】上築有機⽶⽣産組合【業者】上築有機⽶⽣産組合

[159] 北海道羽幌産 特別栽培米
ゆめぴりか5kg

寄付金額

¥10,000以上

◆農薬、化学肥料を⼤幅に減らした特別栽培され
たお⽶です

８

たお⽶です。

【内容】⽻幌産特別栽培⽶ ゆめぴりか 5㎏×1袋
【配送】常温
【業者】上築有機⽶⽣産組合

[253] 北海道羽幌産オロロン米
ななつぼし 10kg

寄付金額

¥12,000以上

◆豊な⾃然に恵まれた北海道⽻幌町の地で丹精込
めて育んだお⽶です。

【内容】⽻幌産オロロン⽶ ななつぼし 5㎏×2袋
【配送】常温
【業者】オロロン農業協同組合

羽幌町は
日本最北の「うるち米」の

生産地オロ！

[160] 北海道羽幌産 特別栽培米
ゆめぴりか2kg・ななつぼし2kg

寄付金額

¥10,000以上

◆農薬、化学肥料を⼤幅に減らした特別栽培され
たお⽶です。

【内容】⽻幌産特別栽培⽶ ゆめぴりか 2㎏×1袋
ななつぼし 2㎏×1袋

【配送】常温
【業者】上築有機⽶⽣産組合



[001] オロ坊まんじ う
[153] 羽幌名物

[001] オロ坊まんじゅう
[153] 羽幌名物

金時羊羹３
寄付金額

¥6,000以上

◆⽻幌町のマスコットキャラクター
「オロ坊」を型どったかわいいおまん
じゅうを５種類の味で７つセット。

【内容】オロ坊まんじゅう

◆⼤正12年創業の
名物⾦時⽺羹。全国
受賞。

【内容】⾦時⽺羹【内容】オロ坊まんじゅう
５種７つセット

【配送】通常
【業者】イチゴシロップ

【内容】⾦時⽺羹
【配送】常温
【業者】(有)梅⽉

[155] 北海道バニラアイスクリーム12個セット

寄付金額

¥10 000以上¥10,000以上

◆北海道産⽜乳と⽣クリーム使⽤。
濃厚なコクと滑らかな⼝当たりのバニラアイスクリーム。

【内容】バニラアイスクリーム 12個
【配送】冷凍※配送⽇が決まっております

(道内)寄付⽉8⽉→9⽉19⽇(⼟)午前中着
(道外)寄付⽉8⽉→9⽉20⽇(⽇)午前中着

【業者】㈱ダイマル乳品

[157] 北海道アイスクリーム
バニラ・メロン各6個セット

寄付金額

¥10,000以上

◆バニラとメロン２つの味が楽しめます。

【内容】バニラアイスクリーム【内容】バ ラアイスクリ ム
メロンアイスクリーム 各6個 計12個

【配送】冷凍※配送⽇が決まっております
(道内)寄付⽉8⽉→9⽉19⽇(⼟)午前中着
(道外)寄付⽉8⽉→9⽉20⽇(⽇)午前中着

【業者】㈱ダイマル乳品

[154] 御菓子司 梅月[154] 御菓子司 梅月
銘菓詰め合わせセット３本セット

寄付金額

¥10,000以上

寄付金額

¥10,000以上

◆⼤正12年創業の⽼舗「梅⽉」の⽻
幌名物⾦時⽺羹も⼊った⾃慢の銘菓詰
め合わせセットです。

【内容】⾦時⽺羹、オロロンの街
オロロンの⾥ ⿊いダイヤ

⽼舗「梅⽉」の⽻幌
国菓⼦博覧会で⾦賞

３本 オロロンの⾥、⿊いダイヤ
オロロンサブレ

【配送】常温
【業者】(有)梅⽉

３本

[156] 北海道メロンアイスクリーム12個セット

寄付金額

¥10 000以上¥10,000以上

◆北海道産⾚⾁メロン果汁を使⽤したマイルドで上品なメ
ロンアイスクリーム。

【内容】メロンアイスクリーム 12個
【配送】冷凍※配送⽇が決まっております

(道内)寄付⽉8⽉→9⽉19⽇(⼟)午前中着
(道外)寄付⽉8⽉→9⽉20⽇(⽇)午前中着

【業者】 ㈱ダイマル乳品

[158] 北海道アイスクリームチョコレート
かぼちゃ・ハスカップ&バニラ各4個セット

寄付金額

¥10,000以上

◆北海道産のかぼちゃやハスカップ、濃厚なチョコレート
を使⽤した３種類の味が楽しめます。

【内容】チョコレートアイスクリーム
かぼち アイスクリ ムかぼちゃアイスクリーム
ハスカップ&バニラ 各4個 計12個

【配送】冷凍※配送⽇が決まっております
(道内)寄付⽉8⽉→9⽉19⽇(⼟)午前中着
(道外)寄付⽉8⽉→9⽉20⽇(⽇)午前中着

【業者】㈱ダイマル乳品

９



[203] 焼尻めん羊100％使用手編みシ トマフラ[203] 焼尻めん羊100％使用手編みショートマフラー
（焼尻ホワイト）

寄付金額

¥10,000以上

◆焼尻産⽺⽑を100％使⽤したショートマフラーです。ボ
タンは焼尻島のイチイの⽊で作ったボタンを使⽤し、⼀
つ⼀つ⼿作業にて丁寧に作っています。

【内容】ショートマフラー（70㎝×11㎝）
【業者】緬⽺⼯房（アイランドサフォーク）

[205] 焼尻めん羊100％使用手編み
ニット帽（グラデーション）

[206 ]焼尻めん羊10
ニット帽（焼尻ホワイ

寄付金額

¥10,000以上

寄付金額

¥10,000以上

◆焼尻産⽺⽑100％使
つ つ⼿作業にて

◆焼尻産⽺⽑100％使⽤した帽⼦です。
⼀つ⼀つ⼿作業にて丁寧に作りました ⼀つ⼀つ⼿作業にて

⽩⾊は⽺⽑本来の⾊
【内容】帽⼦フリーサ

（頭回り約56
※⾼さは折れ

【業者】緬⽺⼯房(アイ

⼀つ⼀つ⼿作業にて丁寧に作りました。
焼尻の冬の海を表現した柄です。

【内容】帽⼦フリーサイズ
(頭回り約56㎝、⾼さ約31㎝)
※⾼さは折れている状態です。

【業者】緬⽺⼯房(アイランドサフォーク)

[551] 愛ランド・サフォーク夢のベビーフトン
¥

１０

[ ] 焼尻めん羊 ％使 手編み ト[204] 焼尻めん羊100％使用手編みショートマフラー
（焼尻ブルー）

寄付金額

¥10,000以上

◆焼尻産⽺⽑を100％使⽤したショートマフラーです。ボ
タンは焼尻島のイチイの⽊で作ったボタンを使⽤し、⼀
つ⼀つ⼿作業にて丁寧に作っています。

【内容】ショートマフラー（70㎝×11㎝）
【業者】緬⽺⼯房（アイランドサフォーク）

00％使用手編み
イト）

[207 ]焼尻めん羊100％使用手編み
ニット帽（焼尻ブルー）

寄付金額

¥10,000以上

使⽤した帽⼦です。
て丁寧に作りました

◆焼尻産⽺⽑100％使⽤した帽⼦です。
⼀つ⼀つ⼿作業にて丁寧に作りましたて丁寧に作りました。

⾊です。
サイズ
6㎝、⾼さ約31㎝）
れている状態です。
イランドサフォーク)

⼀つ⼀つ⼿作業にて丁寧に作りました。
焼尻の海の⾊ をイメージしました。

【内容】帽⼦フリーサイズ
（頭回り約56㎝、⾼さ約31㎝）
※⾼さは折れている状態です。

【業者】緬⽺⼯房(アイランドサフォーク)

◆平成25年に焼尻緬⽺100％で作られた“夢のベ
ビーフトン”。軽くて包み込むような暖かさが⼈

寄付金額

¥100,000以上

にやさしい仕上がりに！
贈り物にどうぞ。

【内容】掛け布団（95×120㎝）
敷き布団（70×120㎝）

※お楽しみ袋もついてくる！
【業者】緬⽺⼯房（アイランドサフォーク）

松⼭ふとん店松⼭ふとん店



[452] はぼろ温泉[257] 北のにしん屋さん [452] はぼろ温泉
宿泊券

[257] 北のにしん屋さん
ペアお食事券 寄付金額

¥12,000以上

◆⽻幌町唯⼀の温泉
は季節ごとに姿を
望できます！

【内容】宿泊券1泊

◆海鮮⾷堂「北のにしん屋さん」⼈気
の海鮮丼をお楽しみいただけるお⾷
事券。「えび丼」「はぼろ丼」どち
らか選べます。 【内容】宿泊券1泊

使⽤期間
【業者】はぼろ温泉

[304] 羽幌～焼尻～天売フェリー往復乗船券（引換券）

寄付金額

【内容】お⾷事券2名様分
使⽤期間：発⾏⽇から1年以内

【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

寄付金額

¥20,000以上

◆⽻幌港と天売島・焼尻島を結ぶフェリー往復乗船
券（引換券）です。
この機会に是⾮感動の島旅を！

【内容】フェリー乗船券引換券 1名・2等
使⽤期限：令和4年3⽉31⽇

【業者】⽻幌沿海フェリー株式会社

[401] 沿岸バス 特急はぼろ号往復券（札幌～羽幌）

寄付金額

¥30,000以上

◆札幌と⽻幌を最速3時間12分で結ぶ沿岸バス「特急
はぼろ号」の区間指定乗⾞券です。

【内容】沿岸バス特急はぼろ号
往復乗⾞券(札幌〜⽻幌)１名

【業者】沿岸バス株式会社

泉サンセットプラザ [531] はぼろ温泉サンセットプラザ泉サンセットプラザ [531] はぼろ温泉サンセットプラザ
宿泊券（特別会席料理）

寄付金額

¥60,000以上

寄付金額

¥40,000以上

◆⽻幌唯⼀の温泉です。お部屋からは
季節ごとに姿を変える⽇本海を⼀望
できます！

【内容】宿泊券 1泊2⾷付 1名
⼣⾷（特別会席料理）

泉です。お部屋から
を変える⽇本海を⼀

泊2⾷付1名 ⼣⾷（特別会席料理）
使⽤期限：令和4年3⽉31⽇

【業者】はぼろ温泉サンセットプラザ

泊2⾷付1名
：令和4年3⽉31⽇
泉サンセットプラザ

[402] 羽幌～焼尻～天売高速船往復乗船券（引換券）

寄付金額寄付金額

¥30,000以上

◆⽻幌港と天売島・焼尻島を結ぶ⾼速船往復乗船券
（引換券）です。

この機会に是⾮感動の島旅を！

【内容】⾼速船乗船券引換券 1名
使⽤期限：令和3年8⽉31⽇

【業者】⽻幌沿海フェリー株式会社

[501] 沿岸バス 特急はぼろ号区間指定４枚回数券
（札幌～羽幌）

寄付金額

¥50,000以上

◆札幌と⽻幌を最速3時間12分で結ぶ沿岸バス「特急
はぼろ号」の区間指定乗⾞券です。

１１

【内容】沿岸バス特急はぼろ号 区間指定4枚回数券
（札幌〜⽻幌）1名

【業者】沿岸バス株式会社



[201] 沿岸バス 絶景領域 萌えっ子 [202] 沿岸バス 絶景[201] 沿岸バス 絶景領域 萌えっ子
フリーきっぷ第12シーズン１日券A

[202] 沿岸バス 絶景
フリーきっぷ第12シー

◆沿岸バスのフリーエリア内の路線バス（⼀部系統を除く）が乗り
⽻幌沿海フェリーの⽻幌天売航路の運賃も1割引となる広域周遊

寄付金額

¥10,000以上

(ＡとＢできっぷのキャラクターが違います)
【内容】使⽤期間 5⽉1⽇〜翌年4⽉30⽇ ※使⽤開始⽇のみ有効
【業者】沿岸バス株式会社

[255] 沿岸バス 絶景
フリーきっぷ第12シー

[254] 沿岸バス 絶景領域 萌えっ子
フリーきっぷ第12シーズン２日券Ａ

寄付金額

◆沿岸バスのフリーエリア内の路線バス（⼀部系統を除く）が乗り
⽻幌沿海フェリーの⽻幌天売航路の運賃も1割引となる広域周遊
(ＡとＢできっぷのキャラクターが違います)

【内容】使⽤期間 5⽉1⽇〜翌年4⽉30⽇ ※使⽤開始⽇より連続

寄付金額

¥12,000以上

【業者】沿岸バス株式会社

[331] 沿岸バス 萌えっ子アクリルスタンド

寄付金額

¥25,000以上

◆沿岸バスのオリジナルキャラクター「萌えっ⼦」をあし
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らったアクリルスタンド。
台座は脱着できてキーホルダーとしても使⽤可能。

【内容】萌えっ⼦アクリルスタンド 全7種類
【業者】沿岸バス株式会社

景領域 萌えっ子景領域 萌えっ子
ーズン１日券B

[305] 沿岸バス 金券式12枚回数券

り放題。
遊きっぷです。

◆沿岸バスの⼀般路線で使⽤できる回
数券。特急はぼろ号、⽻幌町内循環
バスほっと号を除く全線でご利⽤い
ただけます

寄付金額

¥20,000以上

ただけます。
【内容】⼀般路線使⽤可能 回数券

100円×12枚綴り 5セット
【業者】沿岸バス株式会社

景領域 萌えっ子
ーズン２日券B

[256] 沿岸バス 絶景領域 萌えっ子

フリーきっぷ第12シーズンスキップ２日券

寄付金額

り放題。
遊きっぷです。

続する２⽇間有効

◆沿岸バスのフリーエリア内の路線バ
ス（⼀部系統を除く）が乗り放題。
⽻幌沿海フェリーの⽻幌天売航路の
運賃も1割引となる広域周遊きっぷ
です。

【内容】使⽤期間5⽉1⽇〜翌年4⽉30⽇
※使⽤開始⽇より翌々⽇有効

¥12,000以上

※使⽤開始⽇より翌々⽇有効
【業者】沿岸バス株式会社

[471] 沿岸バス 萌えっ子缶バッジセット

寄付金額

¥45,000以上

◆沿岸バス歴代の萌えっ⼦たちを配したかわいらしい沿岸 代 萌 ⼦ 配
⽸バッジをセットにしました！

【内容】63種類⽸バッジ1セット
【業者】沿岸バス株式会社



[702] 【7月・8月・9月】３ヵ月連続 北海道ア

１回の寄付で数回に分

[702] 【7月・8月・9月】３ヵ月連続 北海道ア

◆⽻幌町内の⼯場でで製造している⼤⼈気のアイスクリーム

今年度の受付は

【第１回⽬】
北海道バニラアイスクリーム12個セット

【お届け⽇】
北海道内：令和2年7⽉18⽇(⼟)午前中
北海道外：令和2年7⽉19に(⽇)午前中

【第２回
北海道メロンアイスクリ

【お届け
北海道内：令和2年8⽉
北海道外：令和2年8⽉

アイスクリ ム 定期便
寄付金額

¥30 000

分けて返礼品が届きます

アイスクリーム 定期便 ¥30,000以上

ムを3ヵ⽉連続でお届けします。【業者】㈱ダイマル乳品

は終了しました

回⽬】
リーム12個セット

け⽇】
⽉22⽇(⼟)午前中
⽉23⽇(⽇)午前中

【第３回⽬】
北海道アイスクリームチョコレート・かぼ
ちゃ・ハスカップ&バニラ各4個セット

【お届け⽇】
北海道内：令和2年9⽉19⽇(⼟)午前中
北海道外：令和2年9⽉20⽇(⽇)午前中
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寄付⾦の使い道は⽻幌町の将来をつくる以寄付⾦の使い道は⽻幌町の将来をつくる以

〜ふるさと納税〜ふるさと納税

・天売島・焼尻島の振興のため・天売島・焼尻島の振興のため
天売島の海⿃保護（ネコの馴化含む。）天売島の海⿃保護（ネコの馴化含む。）
や焼尻島の⾃然環境保全、観光イベントや焼尻島の⾃然環境保全、観光イベント
の開催などの離島振興のための取組みにの開催などの離島振興のための取組みに
活⽤します。活⽤します。

・地域産業の活性化のため・地域産業の活性化のため
農業・⽔産業の後継者育成や６次産業化農業・⽔産業の後継者育成や６次産業化
の推進など産業を活性化する取組みに活の推進など産業を活性化する取組みに活
⽤します。⽤します。

＜お礼の品の発送等に＜お礼の品の発送等に

◆お礼の品の贈呈は、⽻幌町外にお住いの⽅に限らせて◆お礼の品の贈呈は、⽻幌町外にお住いの⽅に限らせて
◆着⽇・曜⽇指定等はできません。⻑期不在になる期間◆着⽇・曜⽇指定等はできません。⻑期不在になる期間
◆お礼の品発送前の個別連絡はしておりません。◆お礼の品発送前の個別連絡はしておりません。
◆発送時期限定品を除き、原則ご寄付いただいた⽇（⼊◆発送時期限定品を除き、原則ご寄付いただいた⽇（⼊

【【例例】】44⽉⽉11⽇〜⽇〜44⽉⽉3030⽇に⼊⾦⽇に⼊⾦⇒⇒55⽉発送⽉発送
※1※1⽇に⼊⾦いただき、翌⽉末のお届けとなった場⽇に⼊⾦いただき、翌⽉末のお届けとなった場
※※⽢えび等⽣鮮品につきまして、⽔揚げ状況等によ⽢えび等⽣鮮品につきまして、⽔揚げ状況等によ

願います。願います。
◆不漁や不作等によって、商品をご⽤意できない場合は◆不漁や不作等によって、商品をご⽤意できない場合は◆不漁や不作等によって、商品をご⽤意できない場合は◆不漁や不作等によって、商品をご⽤意できない場合は
◆旅⾏券等の⼀部商品を除き、企業から寄付者へ直接発◆旅⾏券等の⼀部商品を除き、企業から寄付者へ直接発

して提供します。して提供します。
◆宅配送り状の依頼主は取扱事業者名となります。◆宅配送り状の依頼主は取扱事業者名となります。
◆のし・名⼊れの対応はしておりません。◆のし・名⼊れの対応はしておりません。
◆お礼の品の受取⼈が寄付者様と異なる宛先の場合、事◆お礼の品の受取⼈が寄付者様と異なる宛先の場合、事

の都合により返礼品の受取がされなかった場合 再発の都合により返礼品の受取がされなかった場合 再発の都合により返礼品の受取がされなかった場合、再発の都合により返礼品の受取がされなかった場合、再発
◆不良品や発送ミス等の不備があった場合を除き、再発◆不良品や発送ミス等の不備があった場合を除き、再発
◆発送予定⽉に⻑期間の不在等で受取が困難な期間があ◆発送予定⽉に⻑期間の不在等で受取が困難な期間があ
◆お礼の品受取時には必ず内容をご確認ください。万が◆お礼の品受取時には必ず内容をご確認ください。万が

らせください。商品到着らせください。商品到着55⽇以内にご連絡をいただい⽇以内にご連絡をいただい
対応をさせていただきます。対応をさせていただきます。

⽻
〒
北
T
E

以下の事業から指定することができます以下の事業から指定することができます。。

税の使い道〜税の使い道〜

・未来を担う⼦どもたちのため・未来を担う⼦どもたちのため
⼦供の予防接種費⽤の助成や⼩中学校の⼦供の予防接種費⽤の助成や⼩中学校の
図書購⼊など乳幼児・⻘少年の健全育成図書購⼊など乳幼児・⻘少年の健全育成
のための取組みに活⽤します。のための取組みに活⽤します。

・・その他まちづくりのためその他まちづくりのため
⽻幌炭鉱等の歴史・⽂化の保存や⽣活環⽻幌炭鉱等の歴史・⽂化の保存や⽣活環
境の整備、健康福祉の充実、その他魅⼒境の整備、健康福祉の充実、その他魅⼒
あるまちづくりのための取組みに活⽤しあるまちづくりのための取組みに活⽤し
ます。ます。

についての注意事項＞についての注意事項＞

ていただきます。ていただきます。
間がある場合は希望票にご記⼊ください。間がある場合は希望票にご記⼊ください。

⼊⾦⽇）の翌⽉に発送します。⼊⾦⽇）の翌⽉に発送します。

場合、最⻑場合、最⻑22か⽉間お待たせする場合がございます。か⽉間お待たせする場合がございます。
より発送に遅れが⽣じることがございますのでご了承より発送に遅れが⽣じることがございますのでご了承

は、商品の変更をお願いすることがあります。は、商品の変更をお願いすることがあります。は、商品の変更をお願いすることがあります。は、商品の変更をお願いすることがあります。
発送となるため、住所、⽒名及び電話番号を企業に対発送となるため、住所、⽒名及び電話番号を企業に対

事前に受取⼈へご連絡をお願いします。なお、受取⼈事前に受取⼈へご連絡をお願いします。なお、受取⼈
発送はできませんのでご了承願います発送はできませんのでご了承願います発送はできませんのでご了承願います。発送はできませんのでご了承願います。
発送の対応はできませんので予めご了承ください。発送の対応はできませんので予めご了承ください。
ある場合は希望票にご記⼊ください。ある場合は希望票にご記⼊ください。
が⼀不良品や商品の状態に不備等があった場合はお知が⼀不良品や商品の状態に不備等があった場合はお知

いた場合に限り、状態確認後に代替え品への交換等のいた場合に限り、状態確認後に代替え品への交換等の

【お問い合わせ先】
⽻幌町 地域振興課政策推進係
〒078-4198
北海道苫前郡⽻幌町南町1番地の1
TEL：0164-62-1211 / FAX：0164-62-1219
E-mail：furusato@town.haboro.lg.jp


