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人と海鳥が共生する島
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羽幌町は、北海道北部の日本海
ほぼ中央に位置し、東は天塩山
背景として、西は、日本海に面
天売島と焼尻島の二つの島を有
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う天売島と焼尻島の二つの島を有う 

⽬ 次

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。

①郵送の場合①郵送の場合

お申込みからお⽀払

②②FAXFAXの場合の場合

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。

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インターネットの場合③インターネットの場合
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

0164 62 1219に送信してください。

２

「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
山系ピッシリ山を
面し、沖合には、
有する町です有する町です。

御礼の品の選び⽅

例えば……30,000円ご寄附される場合

組み合わせ⽅を
選べます！

●10,000円の返礼品を３品

●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！

20,000円の返礼品を１品
●30,000円の返礼品を１品

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

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

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。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。



052 美⼈えび酒蒸し⽢えび詰合せ052 美⼈えび酒蒸し⽢えび詰合せ

◆北海道⽻幌産獲れたての活⽢えびをたっぷりの⽇本酒で豪
快に酒蒸しにしました。
北のハイグレード⾷品2015選定商品です。
【内容】酒蒸し⽢えび 160ｇ×2袋

賞味期限12ヶ⽉以内
【配送】冷凍【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部

054054 筋⼦筋⼦

◆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◆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

（数量限定）
【配送】冷凍
【業者】(株)丸や岡⽥商店 ⽻幌⼯場

051051 北海道⽻幌産⽣鮮⽢えび 1㎏

◆⽻幌産の⽢えびは透き通った朱⾊の殻の
中からプリッとした⾷感のなかに絶妙な⽢
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！

【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

053 酒蒸し特⼤ぼたんえび２尾053 酒蒸し特⼤ぼたんえび２尾

◆北海道⽻幌沖で⽔揚げされた国内最⼤のぼたんえびを豪快
に酒蒸しした最⾼級品！活で蒸すことにより、ぷりぷりの⾷
感に仕上がっています。解凍するだけで⼿軽に漁師の味が味
わえます。
【内容】酒蒸しぼたんえび 2尾 約150ｇ

賞味期限３ヶ⽉以内賞味期限 ヶ⽉以内
【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部

055055 重原商店の海の幸おもてなしセット重原商店の海の幸おもてなしセット

◆⽻幌産⽢えびとタコと鮭を使⽤した珍味と北海道⺠のソウ

３

◆⽻幌産⽢えびとタ と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と糠にしん数の⼦オクラセットです。
【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
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



058058 ラーラー057057 ⽢えびわさび･たこわさび⽢えびわさび･たこわさび
･数の⼦オクラセット･数の⼦オクラセット数の⼦オクラセット数の⼦オクラセット

◆特産の⽢えびを使
ンセットになります

【内容】えびみそラ
えびしおラ

◆「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

数の⼦オクラ 各２個 【配送】常温
【業者】北るもい漁業

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

060060 ⽢えびを使ったパスタ⽢えびを使ったパスタ
ソース・コンフィセットソース・コンフィセット

061061 ⽢えびパ⽢えびパ
（プレー（プレー

◆1セットで2⼈前の
トが完成！⽢えびの⽢
ストレートに伝わる⼀
【内容】⽢えびパスタ

1瓶、⽣パス
パスタの具1

【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦

◆蝦名漁業部オリジナル商品！えびの
すべてを⼀瓶に詰め込んだ、えびを思
い切り楽しめる商品！
添加物は⼀切使⽤しておりません。
【内容】⽢えびパスタソース

(プレーン・トマト）各1瓶
⽻幌若えびのコンフィ1瓶

【配送】常温
【業者】有限会社 蝦名漁業部

063063 ⽢えびパスタセット⽢えびパスタセット
（ナッツ）（ナッツ）

064064 ⽢えびのラス⽢えびのラス
セットセット

◆この1セットで2⼈前の豪華なパスタ
セットが完成！濃厚マイルド⽢えびの
⽢みと⾹ばしさに加えナッツのクリー

◆コンフィは若いえび
オイルは万能調味料に
びとホタテを使ったラ

４

⽢みと⾹ばしさに加えナッツのクリ
ミーさがプラス！
【内容】⽢えびパスタソース(ﾅｯﾂ)1瓶

⽣パスタ240ｇ
パスタの具150ｇ、茹で塩1袋

【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部

びとホタテを使ったラ
味付けはせず素材の味
【内容】⽻幌若えびの

⽢えびのラス
⽢えびとほた

【配送】常温
【業者】有限会社 蝦

ーメンセットーメンセット 059059 欲しい分だけ取り出せる欲しい分だけ取り出せる
刺⾝⽤冷凍ぼたんえび刺⾝⽤冷凍ぼたんえび刺⾝⽤冷凍ぼたんえび刺⾝⽤冷凍ぼたんえび

◆北海道⽻幌産獲れたてのぼたんえび
を活きたまま急速冷凍しました。必要
な分だけ取り出せる冷凍⽅法にしまし
た。
【内容】刺⾝⽤ぼたんえび500ｇ×1袋

った⼈気のラーメ
。

ーメン
ーメン 各５個 ｇ

【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部業協同組合

パスタセットパスタセット
ーン）ーン）

062062 ⽢えびパスタセット⽢えびパスタセット
（トマト）（トマト）

豪華なパスタセッ
⽢みと⾹ばしさが
⼀品！
タソース(ﾌﾟﾚｰﾝ)

スタ240ｇ
150ｇ、茹で塩1袋

蝦名漁業部

◆1セットで2⼈前の豪華なパスタセッ
トが完成！⾷欲を誘う酸味と⽢えびの
⽢みと⾹ばしさが絶妙！
【内容】⽢えびパスタソース(ﾄﾏﾄ)1瓶

⽣パスタ240ｇ
パスタの具150ｇ、茹で塩1袋

【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部

スク・コンフィスク・コンフィ 065065 北海道⽻幌産北海道⽻幌産
天売ホッケセット天売ホッケセット

びを使⽤、残った
に！⽻幌産の⽢え
ラスクは、余計な

◆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。

んがり焼き上げ と程よ 脂とホラスクは、余計な
味で調えました。
のコンフィ1瓶
スク70g×2

たてのラスク60g×1

蝦名漁業部

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

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
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302302 欲しい分だけ取り出せる刺⾝⽤欲しい分だけ取り出せる刺⾝⽤
冷凍⽢えび・ぼたんえびセット冷凍⽢えび・ぼたんえびセット

303303 北海道⽻幌北海道⽻幌
冷凍むき⽢冷凍むき⽢

◆北海道⽻幌産獲れたての⽢えびとぼ
たんえびを活きたまま急速冷凍しまし
た。必要な分だけ取り出せる冷凍⽅法

◆プリッとした⾷感
殻をすべて剥いた状
⾷べたいけど剥き⽅にしました。

【内容】刺⾝⽤⽢えび 500g×1袋
刺⾝⽤ぼたんえび 500g×1袋

【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部

⾷べたいけど剥き⽅
⾯倒という⽅にぴっ
【内容】冷凍むき⽢
【配送】冷凍
【業者】北るもい漁

6767 ⽢えび・かずのこセット⽢えび・かずのこセット

お刺⾝で⾷べれる”⽢えび”と”味付かずのこ”のセット。
えびは、ノードリップ急速凍結機「３Dフリーザー」で冷凍し1尾1
バラ凍結。
ずのこは、関⻄⾵⽩醤油仕⽴で⾒た⽬も鮮やか、パリパリ⾷感。
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

5151 美⼈えび美⼈えび 酒蒸し⽢えび酒蒸し⽢えび
酒蒸しぼたんえび詰め合わせ酒蒸しぼたんえび詰め合わせ酒蒸しぼたんえび詰め合わせ酒蒸しぼたんえび詰め合わせ

えび漁師が作る本物の漁師飯！上品な⽢さの⽢えびと、濃厚で⾁厚
ぼたんえび両⽅を⾷べ⽐べできます！
内容】酒蒸し⽢えび160ｇ⼊×1袋

酒蒸しぼたんえび160ｇ⼊×1袋
配送】冷凍（賞味期限12ヶ⽉以内）
業者】有限会社 蝦名漁業部

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

5252 北海道⽻幌産⽢えび使⽤！北海道⽻幌産⽢えび使⽤！
きたる海の幸セットきたる海の幸セット

幌産幌産
⽢えび⽢えび 11㎏㎏

305305 北海道の逸品！オロロンの⾊便り北海道の逸品！オロロンの⾊便り
「だし茶漬け」ギフト「だし茶漬け」ギフトBOXBOX

感の⽢い、⽢えびを
状態で1㎏分お届け！
⽅がわからない⽅や

◆【数量限定】留萌地⽅５町村コラボ商品
天塩町･遠別町･初⼭別村･苫前町･⽻幌
町の⾷の幸をふんだんに使った極上の

５

⽅がわからない⽅や
ったり！
⽢えび 1㎏

漁業協同組合

町 ⾷ 幸 使 極
「お茶漬けセット」のギフトBOX
【内容】ゆめぴりか 450g×２パック

お茶漬け具材 ４種×２⼈前
【配送】常温
【業者】株式会社インサイト
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351351 北海道⽻幌産北海道⽻幌産 ⽣鮮ぼたんえび⽣鮮ぼたんえび 11㎏㎏

◆⼀尾20〜40ｇある重量感たっぷりのぷりっ
ぷりのぼたんえびは頭をむしり殻をむいてお召
し上がりください！残った頭はお吸い物など出

がし汁としてお使い下さい。抜群の出汁が取れま
す。
【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

1⽇まで寄付いただいた⽅限定です

066066 北海道産北海道産 塩⽔ウニ塩⽔ウニ １００ｇ１００ｇ

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。ミョウバン未使⽤。⾃然そのままの味を楽しめます。
ご飯にのせてウニ丼！そのまま⾷べても絶品です！

【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 マリナシーフーズ

必ずご確認ください。は終了しました
当商品は、賞味期限が短く加⼯後すぐに発送いたします。そのため、
送が決まりましたら寄付者様宛に事業者よりメール⼜は電話にてご
絡いたします（メールアドレスを含む発送先情報を事業者に提供し
す。）ので必ずご確認ください。受取⼈が異なる場合は、お⼿数で
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
なりますので予めご了承ください。
賞味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
取りいただきますようお願いします。寄付者様のご都合により受け
れない場合、商品の保証・再発送は致しかねますので予めご了承く
さいさい。
漁の都合により、発送に遅れが⽣じたり、商品がご⽤意できない
合は返礼品の変更をお願いすることもございます。予めご了承くだ
い。



001 オロ坊まんじゅう

◆⽻幌町のマスコットキ
ロ坊」を型ど たかわいいロ坊」を型どったかわいい
を５種類の味で７つセッ

【内容】オロ坊まんじゅ
５種７つセット

【配送】通常
【業者】イチゴシロップ

152152 北海道⽻幌産オロロン⽶北海道⽻幌産オロロン⽶
⾷べ⽐べセット⾷べ⽐べセット

153153 北海道⽻幌産北海道⽻幌産
⼭の芋げんこ⼭の芋げんこ

今年度の
終了しま◆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

◆最北端の⼭の芋、強
⽢味でくせになる味わ
ろの⼭かけ」・「お好
です。是⾮⼀度お試
【内容】⼭の芋5㎏
【配送】常温

【業者】専業農家 ⼟

終了しま

155155 北海道バニラアイス北海道バニラアイス
クリームクリーム1212個セット個セット

156156 北海道メロ北海道メロ
クリームクリーム1212

◆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。

◆北海道産⾚⾁メロン
マイルドで上品なメロ
ム。ラアイスクリ 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12⽉→1⽉25⽇(⼟)午前中着
(道外)寄付⽉12⽉→1⽉26⽇(⽇)午前中着
【業者】㈱ダイマル乳品

ム。
【内容】メロンアイスク
【配送】冷凍※配送⽇が
(道内)寄付⽉12⽉→1⽉
(道外)寄付⽉12⽉→1⽉
【業者】 ㈱ダイマル

151151 北海道オロロン北海道オロロン
グリ ンアスパラガスグリ ンアスパラガス 1 51 5㎏㎏グリーンアスパラガスグリーンアスパラガス 1.51.5㎏㎏

今年度の受付は
終了しましたャラクター「オ

いおまんじゅう

◆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。
【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

終了しましたいおまんじゅう
トでお届け！

う

産産
こつ次郎こつ次郎

154154 御菓⼦司御菓⼦司 梅⽉梅⽉
銘菓詰め合わせセット銘菓詰め合わせセット

の受付は
ました強いねばりと濃い
わいです。「まぐ
好み焼」には絶品
し下さい。

（8〜10本⼊）

⼟⾕ 博明

◆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
オロロンサブレ

【配送】常温
【業者】(有)梅⽉

ました

ンアイスンアイス
22個セット個セット

157157 北海道アイスクリーム北海道アイスクリーム
バニラ・メロン詰め合わせバニラ・メロン詰め合わせ

◆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

メロンアイスクリーム

ン果汁を使⽤した
ロンアイスクリー

メロンアイスクリ 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12⽉→ 1⽉25⽇(⼟)午前中着
(道外)寄付⽉12⽉→ 1⽉26⽇(⽇)午前中着
【業者】㈱ダイマル乳品

クリーム 12個
が決まっております
⽉25⽇(⼟)午前中着
⽉26⽇(⽇)午前中着
ル乳品

７



253253 北北
なな

◆豊な⾃然
⽶です。
【内容】オ
【配送】常
【業者】オ

271271 ププ

◆2008年
⾁」 ス今年度の受付は⾁」。ス
りません。
【内容】焼
【配送】冷
【業者】は

今年度の受付は

301301 北北
レレ

◆⼈気の⼭
ンは果⾁が
⽢味も強く
【内容】⼭

今年度の受付は
レ

【配送】常
【業者】⼟

601601 プレ・サレ焼尻プレ・サレ焼尻601601 プレ・サレ焼尻プレ・サレ焼尻
サフォークラム⾁半頭サフォークラム⾁半頭

今年度の受付は終了しま

◆ 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
る⽺⾁を半頭分お届します

今年度の受付は終了しま
した

８

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

北海道⽻幌産北海道⽻幌産 オロロン⽶オロロン⽶
ななつぼしななつぼし 55㎏㎏××22セットセット

然に恵まれた北海道⽻幌町の地で丹精込めて育んだお

オロロン⽶ ななつぼし 5㎏×2袋
常温
オロロン農業協同組合

プレ・サレ焼尻プレ・サレ焼尻 サフォークラム⾁サフォークラム⾁

年洞爺湖サミットで各国の代表へ振る舞われた「幻の⽺
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は終了しました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
。
焼尻産⽺⾁(サフォーク種)500g ⼿切り加⼯・トレー容器
冷凍 賞味期限180⽇以内
はた精⾁店

は終了しました

北海道⽻幌産北海道⽻幌産 ⼭の芋げんこつ次郎⼭の芋げんこつ次郎
レッドムーンセットレッドムーンセット
⼭の芋げんこつ次郎とレッドムーンの芋々セット！レッドムー
が栗⾊でしっとりとした⾷感です。
く煮物やサラダ、フライドポテトにぴったりです！
⼭の芋げんこつ次郎 5㎏
は終了しました

㎏
レッドムーン 10㎏
常温
⼟⾕ 博明

651651 プレ・サレ焼尻プレ・サレ焼尻651651 プレ・サレ焼尻プレ・サレ焼尻
サフォークラム⾁１頭サフォークラム⾁１頭

今年度の受付は終了しま

◆ 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１頭分お届します

今年度の受付は終了しま
した

る⽺⾁を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



201201 沿岸バス沿岸バス 絶景領域絶景領域
萌えっ⼦フリーきっぷ萌えっ⼦フリーきっぷ11⽇券Ａ⽇券Ａ

◆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※使⽤開始⽇のみ有効
【業者】沿岸バス株式会社

203203 焼尻焼尻めんめん⽺⽺100100％使⽤⼿編み％使⽤⼿編み
ショートマフラーショートマフラー（焼尻ホワイト）（焼尻ホワイト）ショートマフラーショートマフラー（焼尻ホワイト）（焼尻ホワイト）

◆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）

206206 焼尻焼尻めんめん⽺⽺
ニット帽（ニット帽（

205205 焼尻焼尻めんめん⽺⽺100100％使⽤⼿編み％使⽤⼿編み
ニット帽（グラデーション）ニット帽（グラデーション）

◆焼尻産⽺⽑100％
⼀つ⼀つ⼿作業にて
⽩⾊は⽺⽑本来の⾊

◆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。
焼尻の冬の海を表現した柄です。 ⽩⾊は⽺⽑本来の⾊

【内容】帽⼦フリー
（頭回り約5

※⾼さは折
【業者】緬⽺⼯房（ア

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)

202202 沿岸バス沿岸バス 絶景領域絶景領域
萌えっ⼦フリーきっぷ萌えっ⼦フリーきっぷ11⽇券Ｂ⽇券Ｂ

◆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※使⽤開始⽇のみ有効
【業者】沿岸バス株式会社

204204 焼尻焼尻めんめん⽺⽺100100％使⽤⼿編み％使⽤⼿編み
ショートマフラー（ショートマフラー（焼尻ブル ）ショ トマフラ （ショ トマフラ （焼尻ブルー）

◆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）

⽺⽺100100％使⽤⼿編み％使⽤⼿編み
（焼尻ホワイト）（焼尻ホワイト）

207207 焼尻焼尻めんめん⽺⽺100100％使⽤⼿編み％使⽤⼿編み
ニット帽（焼尻ブルー）ニット帽（焼尻ブルー）

％使⽤した帽⼦です。
て丁寧に作りました。
⾊です

◆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。
焼尻の海の⾊ をイメージしました。⾊です。

ーサイズ
6㎝、⾼さ約31㎝）

折れている状態です。
アイランドサフォーク）

焼尻の海の⾊ をイメ 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）

９



254254 沿岸バス沿岸バス 絶景領域
萌えっ⼦フリーきっぷ２⽇券Ａ

255255 沿岸バス沿岸バス 絶景領域
萌えっ⼦フリーきっぷ

◆沿岸バスのフリーエリア内の路線バス（⼀部系統を除く）
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
きっぷです。(ＡとＢで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する２⽇間有効
【業者】沿岸バス株式会社

304304 ⽻幌⽻幌

【業者】沿岸バス株式会社

304304 ⽻幌⽻幌
フフ

◆⽻幌港と
この機会に

【内容】フ
使

【業者】 ⽻

401401 沿岸バス沿岸バス 特急はぼろ号往復券特急はぼろ号往復券 402402 ⽻幌〜焼尻〜天⽻幌〜焼尻〜天401401 沿岸バス沿岸バス 特急はぼろ号往復券特急はぼろ号往復券
（札幌〜⽻幌）（札幌〜⽻幌）

402402 ⽻幌 焼尻 天⽻幌 焼尻 天
⾼速船往復乗船⾼速船往復乗船

◆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。

◆⽻幌港と天売島
⾼速船往復乗船券
この機会に是⾮感動

１０

【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

【内容】⾼速船乗船券
使⽤期間:発

【業者】⽻幌沿海フェ

域
ぷ２⽇券Ｂ

256256 沿岸バス沿岸バス 絶景領域
萌えっ⼦フリーきっぷﾜｲﾄﾞ２⽇券

が乗り放
広域周遊

◆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

幌〜焼尻〜天売幌〜焼尻〜天売

使⽤開始⽇より翌 ⽇有効
【業者】沿岸バス株式会社

幌 焼尻 天売幌 焼尻 天売
ェリー往復乗船券（引換券）ェリー往復乗船券（引換券）

と天売島・焼尻島を結ぶフェリー往復乗船券（引換券）です。
に是⾮感動の島旅を！

フェリー乗船券引換券 1名・2等
使⽤期限：発⾏⽇より１年間
⽻幌沿海フェリー株式会社

403403 焼尻焼尻めんめん⽺⽺100100％使⽤％使⽤天売天売 403403 焼尻焼尻めんめん⽺⽺100100％使⽤％使⽤
⼿編みマフラー⼿編みマフラー

天売天売
船券（引換券）船券（引換券）

◆焼尻産⽺⽑100％使⽤したマフラー
です。⽺⽑の洗いから染める作業、⽷
を紡ぐまですべて⼿作業で⾏い作成し
ています。⽺⽑のつつみ込むような暖
かさを体験してください ⾊のグラ

・焼尻島を結ぶ
（引換券）です。
動の島旅を！

かさを体験してください。⾊のグラ
デーションは焼尻の冬の海を表現して
います。（限定20個）
【内容】マフラー(140㎝×21㎝)
【業者】緬⽺⼯房(アイランドサフォーク)

券引換券1名
発⾏⽇より1年間
ェリー株式会社



451451 沿沿

452452 はは
ササ

◆沿岸バス
セットに
【内容】
【業者】沿

◆⽻幌町
海を⼀望
【内容】宿

【業者】

ササ

501501 沿岸沿岸
44枚枚

◆札幌と
号」の区
【内容】

【業者】

◆⽻幌唯
⽇本海を
【内容】

502502 はは
ササ

【業者】

551 愛
夢

◆平成25年
て包み込む
【内容】掛

【業者】緬

沿岸バス沿岸バス 萌えっ⼦⽸バッジセット萌えっ⼦⽸バッジセット

はぼろ温泉はぼろ温泉
サンセットプラザ宿泊券サンセットプラザ宿泊券

ス歴代の萌えっ⼦たちを配したかわいらしい⽸バッジを
しました！
50種類⽸バッジ1セット
沿岸バス株式会社

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
できます！
宿泊券1泊2⾷付1名
使⽤期間：発⾏⽇より1年間
はぼろ温泉サンセットプラザ

サ ットプラザ宿泊券サ ットプラザ宿泊券

岸バス岸バス 特急はぼろ号区間指定特急はぼろ号区間指定
枚回数券（札幌〜⽻幌）枚回数券（札幌〜⽻幌）

と⽻幌を最速3時間12分で結ぶ沿岸バス「特急はぼろ
区間指定乗⾞券です。

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
沿岸バス株式会社

唯⼀の温泉です。お部屋からは季節ごとに姿を変える
を⼀望できます！

宿泊券 1泊2⾷付 1名
⼣⾷（特別会席料理）

ぼろ温泉ぼろ温泉
サンセットプラザ宿泊券（特別会席料理）サンセットプラザ宿泊券（特別会席料理）

⼣⾷（特別会席料理）
使⽤期限：発⾏⽇より1年間

はぼろ温泉サンセットプラザ

ランド・サフォーク
夢のベビーフトン

年に焼尻緬⽺100％で作られた“夢のベビーフトン”。軽く
むような暖かさが⼈にやさしい仕上がりに！
掛け布団（95×120㎝）
敷き布団（70×120㎝）

１１

敷き布団（70×120㎝）
※お楽しみ袋もついてくる！

緬⽺⼯房（アイランドサフォーク）・松⼭ふとん店



〜ふるさと納税の使い道〜〜ふるさと納税の使い道〜
皆様からいただいたご寄付は⽻幌町の将皆様からいただいたご寄付は⽻幌町の将
とができますとができます。。

・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 観光む ）や焼尻島の⾃然環境保全 観光

・地域産業の活性化のため・地域産業の活性化のため

む。）や焼尻島の⾃然環境保全、観光む。）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イベントの開催などの離島振興のため
の取組みに活⽤します。の取組みに活⽤します。

農業・⽔産業の後継者育成や６次産業農業・⽔産業の後継者育成や６次産業農業 ⽔産業の後継者育成や６次産業農業 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化の推進など産業を活性化する取組み
に活⽤します。に活⽤します。

＜注意事＜注意事

○返礼品の発送等について○返礼品の発送等について
◆５千円以上の寄附をされた⽅が対象になります。◆５千円以上の寄附をされた⽅が対象になります。
◆返礼品は、発送時期限定品を除き、寄付⾦のご⼊◆返礼品は、発送時期限定品を除き、寄付⾦のご⼊

します。なお、ゆうちょ銀⾏の払込取扱票によりします。なお、ゆうちょ銀⾏の払込取扱票により
できるまでに概ねできるまでに概ね１〜２週間を要しますので、あ１〜２週間を要しますので、あ

◆カタログの写真は、実物とは多少印象が異なる場◆カタログの写真は、実物とは多少印象が異なる場
◆応募者多数により商品をご⽤意できない場合は、◆応募者多数により商品をご⽤意できない場合は、

ご了承をお願いします。ご了承をお願いします。
◆返礼品は、企業から寄附者へ直接発送（旅⾏券等◆返礼品は、企業から寄附者へ直接発送（旅⾏券等

話番号を企業に対して提供しますので あらかじ話番号を企業に対して提供しますので あらかじ話番号を企業に対して提供しますので、あらかじ話番号を企業に対して提供しますので、あらかじ
◆インターネット限定品は、インターネット（ふる◆インターネット限定品は、インターネット（ふる

「ふるなび」・「楽天」）からお申し込みいただ「ふるなび」・「楽天」）からお申し込みいただ
◆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

了承ください。了承ください。
◆着⽇・曜⽇指定等はできません。◆着⽇・曜⽇指定等はできません。
◆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。

⽻
〒
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１２

将来をつくる以下の事業から指定するこ将来をつくる以下の事業から指定するこ

・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
⼦育てコンサートの開催や⼩中学校の⼦育てコンサートの開催や⼩中学校の
図書購⼊など乳幼児・⻘少年の健全育図書購⼊など乳幼児・⻘少年の健全育

・・その他まちづくりのためその他まちづくりのため

図書購⼊など乳幼児 ⻘少年の健全育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。成のための取組みに活⽤します。

⽻幌炭鉱等の歴史・⽂化の保存や⽣活⽻幌炭鉱等の歴史・⽂化の保存や⽣活⽻幌炭鉱等の歴史 ⽂化の保存や⽣活⽻幌炭鉱等の歴史 ⽂化の保存や⽣活
環境の整備、健康福祉の充実、その他環境の整備、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魅⼒あるまちづくりのための取組みに
活⽤します。活⽤します。

事項＞事項＞

⼊⾦を⽻幌町が確認できた⽇の翌⽉末までに発送⼊⾦を⽻幌町が確認できた⽇の翌⽉末までに発送
りご⼊⾦いただいた場合は、⽻幌町が⼊⾦を確認りご⼊⾦いただいた場合は、⽻幌町が⼊⾦を確認
あらかじめご了承願います。あらかじめご了承願います。
場合があります。場合があります。

商品の変更をお願いすることもありますので、商品の変更をお願いすることもありますので、

等は町より発送）となるため、住所、⽒名及び電等は町より発送）となるため、住所、⽒名及び電
じめご了承くださいじめご了承くださいじめご了承ください。じめご了承ください。
るさと納税サイトである、「ふるさとチョイス」るさと納税サイトである、「ふるさとチョイス」
だいた⽅のみの限定品です。だいた⽅のみの限定品です。
より発送に遅れが⽣じることがございますのでごより発送に遅れが⽣じることがございますのでご

【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


