


人と海鳥が共生する島「天売島」と、羊と緑の人と海鳥が共生する島「天売島」と、羊と緑の

夕陽の美しい、自然に恵まれた町。夕陽の美しい、自然に恵まれた町。

羽幌町は、北海道北部の日本海側、留萌管内のほぼ中

日本最北のうるち米の生産地で、日本トップクラスの甘えび

業 農業を主産業 した自 豊 なまち す漁業・農業を主産業とした自然豊かなまちです。
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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
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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

※裏表紙にお礼の品について注意事項

の原生林の島「焼尻島」を有しの原生林の島「焼尻島」を有し

羽
幌

は
ぼ
ろ
ち

中央に位置し

びの漁獲高を誇る

幌
町

ち
ょ
う

例えば……30,000円ご寄付される場合

御礼の品の選び⽅

町

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
【その３】30,000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

込み限定品となっております。

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。

項がございますのでご覧ください。



[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
ぷりっぷりの⽢えびを産地直送でお届けします。頭

【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【業者】北るもい漁業協同組合

どちらも羽幌
寄付金額やパ
お好きな方を

[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
1本1本バラバラで、⽢えびの⾊や旨みを逃さ

【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

海道羽幌産生鮮甘えび 1kg 寄付金額

¥13,000以上

（パッケージ）
200g×5パック⼊り

リッとした⾷感のなかに絶妙な⽢味をかもし出します。
頭のミソをお醤油に溶かして、お刺⾝でどうぞ！

g

【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、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。

幌町で獲れた甘えびで「1㎏入り」です。
パッケージ方法など内容が変わります。
を選んでください。

産刺身用プリプリ甘えび 1kg
寄付金額

¥12,000以上

急速冷凍機で凍結。
さないノードリップ冷凍。お刺⾝で⾷べられます。

（パッケージ）
500g×2パック⼊り

【３D冷凍】

３

【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、パーフェクトに近い再現をします。



[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

¥15,000以上

◆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

◆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】冷凍むき⽢え
【配送】冷凍
【業者】北るもい漁業

【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¥30,000以上

◆⼀尾20〜40ｇある重量感たっぷりの
ぼたんえび。

【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

◆えび篭船「第51⾼砂
け。獲れたてを活き
取り出しやすいバラ
ぼたんえび両⽅を味

【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【業者】有限会社 蝦

[232] 北海道羽幌産
＆訳ありぼたんえび

[071]【訳あり】北海道羽幌産
ぼたんえび 600kg 寄付金額

¥10,000以上

◆わずかな期間しか獲
ビと訳ありぼたんえ
どちらも急速冷凍で

◆殻が割れたり⽋けている「訳あり」
ぼたんえび。急速冷凍で鮮度抜群。
品質に問題ありません。

４

どちらも急速冷凍で

【内容】ゴジラエビ
訳ありぼたんえ

【配送】冷凍
【業者】株式会社まる

品質に問題ありません。
【内容】訳ありぼたんえび600g

(300g×2パック)
１パック約4〜8尾前後

【配送】冷凍
【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

産
        

[059] 漁師直送！北海道羽幌産
刺身用 ぼたんえび

寄付金額

¥16,000以上

寄付金額

¥20,000以上

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。

えび 1㎏(500g×2)

業協同組合

【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

¥28,000以上

寄付金額

¥12,000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

砂丸」が直接お届
きたまま急速冷凍。
ラ凍結。⽢えびと
味わえます。
び 250g×2袋
んえび 250g×2袋

蝦名漁業部 【業者】株式会社 重原商店蝦名漁業部

[353] 幻のえび 北海道羽幌産
ゴジラエビ 1kg 寄付金額

¥12,000以上

産ゴジラエビ
寄付金額

¥11,000以上

◆わずかな期間しか獲れないため漁獲
量が少ない希少なゴジラエビ。
※発泡スチロールごとまとめて冷凍されて

獲れないゴジラエ
えびのセット。
で鮮度抜群。 ※発泡スチロ ルごとまとめて冷凍されて

います。バラ冷凍ではないため半解凍後
にバラしてお使いください。

【内容】ゴジラエビ 1㎏
【配送】冷凍
【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

で鮮度抜群。

300g
えび 300g

や渋⾕⽔産



[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

¥12,000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
⽢えびわさ
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

[309] 北のハイグレード食品
美人えび酒蒸し３種セット

寄付金額

¥19,000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

◆北海道が認めた味。⽢えびとぼたんえび
をたっぷりの⽇本酒で酒蒸しにしました。

【内容】酒蒸し⽢えび 160g
酒蒸し⼦持ち⽢えび 160g
酒蒸しぼたんえび 160g

【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部

[422] 羽幌の漁師
お酒のおつ

【業者】有限会社 蝦名漁業部

[072] 北海道の海鮮おつまみセット
(アワビ・甘えび) 寄付金額

¥12,000以上

◆解凍するだけの
おうち時間にど

【内容】刺⾝⽤⽢

◆あわびと⽢えびを贅沢に使⽤！
ご飯のお供やおつまみにぴったりの
渋⾕⽔産⼿作り商品。 【内容】刺⾝⽤⽢

⽣たこポ
刺⾝⽤ぼ
酒蒸し⼦
⽢えびの

【配送】冷凍
【業者】有限会社

渋⾕⽔産⼿作り商品。

【内容】焼尻産あわびの塩⾟
⽻幌産⽢えびの塩⾟
⽻幌産⽢えびの三升漬 各1瓶

【配送】冷凍
【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

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

¥12,000以上
寄付金額

¥12,000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 65g⼊2瓶
さび 65g⼊2瓶
味噌仕込み 65g⼊2瓶 【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 65g⼊2瓶
味期限90⽇以内）
重原商店

寄付金額

¥15,000以上

寄付金額

¥12,000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

師飯
つまみ編

[421] 羽幌の漁師飯
ご飯のお供編寄付金額

¥32,000以上

寄付金額

¥32,000以上

◆おうち時間に⽻幌の漁師飯を！
⼿軽に調理できるものばかりです。

【内容】刺⾝⽤⽢えび、⽢えび唐揚げ

の⽻幌漁師のおつまみ。
どうぞ。
⽢えび、刺⾝⽤ほたて

５

【内容】刺⾝⽤⽢ ⽢ 唐揚
⽢えびの万能醤油ソース
帆⽴とぼたんえびの松前漬
熟成真たらフライ、酢だこ昆布
たこ焼き⽤たこ、⽣たこポックム

【配送】冷凍
【業者】有限会社 蝦名漁業部

⽢ 刺⾝⽤
ポックム、刺⾝⽤たこ
ぼたんえび
⼦持ち⽢えび
の三升漬

社 蝦名漁業部



[070] 北海道羽幌産[065] 北海道羽幌産 [070] 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

¥11,000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】鮭⼦いくら醤
カジカの⼦醤

【配送】冷凍
【業者】株式会社まる

[065] はぼろ丼セット（数量限定）

【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

６

[274] 北海道焼尻産[274] 北海道焼尻産
あわび 400ｇセット 寄付金額

¥10,000以上

寄付金額

¥15,000以上

れた天然秋鮭の
で⼤⼈気カジカ
セットで。

醤油漬け 150

◆獲れたてアワビを瞬間冷凍。
お刺⾝や煮あわびにどうぞ。

【内容】焼尻産あわび（数量限定）
約400g⼊り(5〜6個⼊り)
⼤きさは不揃 ため⼩さ醤油漬け 150g

醤油漬け 150g

るや渋⾕⽔産

※⼤きさは不揃いのため⼩さ
い型もあります。

【配送】冷凍
【業者】株式会社まるや渋⾕⽔産

寄付金額

¥25 000以上¥25,000以上

◆⽻幌町で⼈気の海の幸を組み合わせ
た海鮮丼「はぼろ丼」がたっぷり味
わえるセット。解凍してご飯や酢飯
に豪快に盛り付けて海鮮丼に。お好
きな具だけをお召し上がりいただく
こともOK。

【内容】⽢えび 500g
ぼたんえび 400g
味付けかずのこ 140g×2
いくら醤油漬け 150g

【配送】冷凍
【業者】株式会社重原商店
【提供業者】【提供業者】
●株式会社重原商店
(⽢えび･ぼたんえび･味付けかずのこ)

●株式会社まるや渋⾕⽔産
(いくら醤油漬け)



[151] 北海道オロロン
グリーンアスパラガス 1.5kg

寄付金額

[066

寄付金額

¥10,000以上

今年度の受付は終了
◆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。

※必ず
・随時発
ります

・賞味期
願い
致し

今年度の受付は終了
しました 今

【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】るもい農業協同組合

致し
・漁の都
変更

※郵便
7⽉2

[306] 幻の高級食材！プレ・サレ焼尻
サフォークラム肉500g

◆
ス

寄付金額

¥20,000以上

今年度 受付外
さ
く

【
【
【

今年度の受付は

[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

今年度の受付は終了しま
した

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

※除⾻してお送りします
【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 ６月～８月(漁獲がある時期)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

¥11,000以上

ずご確認ください。
発送となるため、時化などの影響によりお届けまでに時間がかかる場合があ
す。
味期限の短い商品ですので、お届け⽇には必ずお受け取りいただきますようお
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
しかねますので予めご了承ください。

【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

しかね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
更をお願いすることもございます。予めご了承ください。
便局払込票でご⼊⾦される⽅は7⽉28⽇までにご⼊⾦をお願いします。
29⽇以降に払い込みいただいた場合は商品の変更をお願いします。

◆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。

終 た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

は終了しました

[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

※除⾻してお送りします
【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】るもい農業協同組合

[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

¥18,000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。ゆめぴりか：ほどよい粘りと⽢み

ななつぼし：冷めても美味しい
【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

¥11,000以上

[161] 北海道羽幌
おぼろづき

◆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。

◆農薬、化学肥料を⼤
特別栽培されたお⽶

８

ほどよい粘りと⽢みが特徴です。
【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

強い粘りが特徴です
【内容】⽻幌産特別栽

おぼろづき 5
【配送】常温
【業者】上築有機⽶⽣

[253] 北海道羽幌産オロロン米
ななつぼし 10kg

寄付金額

¥13,000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】るもい農業協同組合

[307] 北海道羽幌産 特別栽米
ゆめぴりか10kg(5kg×2セット)ゆめぴりか10kg(5kg 2セット)

寄付金額

¥18,000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。
ゆめぴりか：ほどよい粘りと⽢み

【内容】⽻幌産特別栽培⽶ ゆめぴりか 5㎏×2袋
【配送】常温
【業者】上築有機⽶⽣産組合

[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

幌産 特別栽培米
き５kg

寄付金額

¥11,000以上

【業者】上築有機⽶⽣産組合

◆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。
ゆめぴりか：ほどよい粘りと⽢み

⼤幅に減らした
⽶です。 ゆめぴりか：ほどよい粘りと⽢み

ななつぼし：冷めても美味しい
【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

す。
栽培⽶
5㎏×1袋

⽣産組合



[000] 御菓子司梅月 [002] 御菓子司[000] 御菓子司梅月
サブレセット 寄付金額

¥5,000以上

[002] 御菓子司
オロロン

◆天売･焼尻島の2島をモチーフにした
サブレと⽻幌町のゆるキャラ「オロ
坊」をプリントしたサブレのセット。

【内容】オロ坊サブレ 3枚
※絵柄はランダムに変わります。
オロロンサブレ 3枚

◆「オロロン⿃」
クサク⾷感のサ

【内容】オロロンオロロンサブレ 3枚
めん⽺サブレ 3枚

【配送】常温
【業者】(有)梅⽉

[153] 羽幌名物
金時羊羹３本セッ

【内容】オロロン
【配送】常温
【業者】(有)梅⽉

[001] オロ坊まんじゅう
寄付金額

¥7,000以上

◆⼤正12年創業の
名物⾦時⽺羹。
賞受賞。

【内容】⾦時⽺羹
【配送】常温
【業者】(有)梅⽉

◆⽻幌町のＰＲキャラクター「オロ
坊」の可愛いおまんじゅう。
モチモチやさしい⽢み。

【内容】つぶあん・クリーム
ショコラクリーム 各２個

【配送】常温
【業者】イチゴシロップ

司梅月 [003] 御菓子司梅月司梅月
ンサブレ 寄付金額

¥8,000以上

[003] 御菓子司梅月
めん羊サブレ 寄付金額

¥8,000以上

をモチーフにしたサ
サブレ。

ンサブレ 20枚

◆焼尻島のめん⽺をモチーフにしたサ
クサク⾷感のサブレ。

【内容】焼尻めん⽺サブレ 20枚

[154] 御菓子司 梅月
銘菓詰め合わせセット

物
ット 寄付金額

¥11,000以上

寄付金額

¥10,000以上

ンサブレ 0枚 【内容】焼尻めん⽺サブレ 0枚
【配送】常温
【業者】(有)梅⽉

◆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(ミニサイズ) 2本
オロロンの街、オロロンの⾥、
⿊いダイヤ、⾚岩餅 各3個

【配送】常温
【業者】(有)梅⽉

の⽼舗「梅⽉」の⽻幌
全国菓⼦博覧会で⾦

３本

９



[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

◆北海道豊富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 ム 12個【内容】バニラアイスクリーム 12個
【配送】冷凍
【業者】株式会社ダイマル乳品

[157] 北海道アイスクリーム
バニラ・メロン各6個セット

寄付金額寄付金額

¥10,000以上

◆北海道豊富産⽜乳と⽣クリームを使⽤し濃厚なコ
クと滑らかな⼝当たりのバニラと、北海道産⾚⾁
メロン果汁を使⽤した上品なメロンアイス、２つ
の味が楽しめます。

【内容】バニラアイスクリーム 6個
メロンアイスクリーム 6個

【配送】冷凍
【業者】株式会社ダイマル乳品

[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

数量限定

◆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。

なくなり次第
終了します

数量限定

今年度の受付は終了し
ました

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

【配送】冷凍
【業者】株式会社ダイマル乳品

１０

[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

◆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【内容】メロンアイスクリ ム 12個
【配送】冷凍
【業者】株式会社ダイマル乳品

[162] 北海道アイスクリーム
バニラ・チョコ各6個セット

寄付金額寄付金額

¥10,000以上

◆北海道豊富産⽜乳と⽣クリームを使⽤し濃厚なコ
クと滑らかな⼝当たりのバニラと、クーベル
チュールチョコを使⽤した濃厚なチョコレートア
イス、２つの味が楽しめます。

【内容】バニラアイスクリーム 6個
チョコレートアイスクリーム 6個

【配送】冷凍
【業者】株式会社ダイマル乳品



[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

¥12,000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
ニット帽（焼尻ホ

寄付金額

¥12,000以上

寄付金額

¥12,000以上

◆焼尻産⽺⽑100％
つ つ⼿作業に

◆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

⽩⾊は⽺⽑本来の
【内容】帽⼦フリー

（頭回り約
※⾼さは折

【業者】緬⽺⼯房(ア

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

[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

¥12,000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）

羊100％使用手編み
ワイト）

[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

¥12,000以上

％使⽤した帽⼦です。
に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にて丁寧に作りました。

の⾊です。
ーサイズ
56㎝、⾼さ約31㎝）
折れている状態です。
ア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)

寄付金額

¥100,000以上

◆焼尻島のサフォーク緬⽺の⽑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㎝）
※お楽しみ袋もつきます

,

１１

※お楽しみ袋もつきます。
【業者】緬⽺⼯房（アイランドサフォーク）

松⼭ふとん店



[452] はぼろ温泉サンセットプラザ宿泊券

寄付金額

¥40,000以上

◆⽻幌町唯⼀の温泉です。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【内容】宿泊券1泊2⾷付1名
使⽤期間：令和5年3⽉31⽇

【業者】はぼろ温泉サンセットプラザ

[304] 羽幌～焼尻～天売フェリー往復乗船券
（引換券）

寄付金額寄付金額

¥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5年3⽉31⽇

【業者】⽻幌沿海フェリー株式会社

[403] 沿岸バス 特急はぼろ号往復券（札幌～羽幌）
はぼろ温泉サンセットプラザ宿泊券

寄付金額

¥66,000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」の区間指定乗⾞券と⽻幌町唯⼀の温泉サンセット

１２

プラザホテルの宿泊券セット。
【内容】沿岸バス特急はぼろ号往復乗⾞券(札幌〜⽻幌)1名

サンセットプラザホテルの宿泊券1泊2⾷付1名
【業者】沿岸バス株式会社・はぼろ温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[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

◆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）⼣⾷（特別会席料理）
使⽤期限：令和5年3⽉31⽇

【業者】はぼろ温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4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。

今年度の受付は終了し
ました

【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 [202] 沿岸バス[201] 沿岸バス 絶景領域
萌えっ子フリーきっぷ１日券A

[202] 沿岸バス
萌えっ子フ

◆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
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

寄付金額

¥9,000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
萌えっ子フ

[254] 沿岸バス 絶景領域
萌えっ子フリーきっぷ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
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
(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

寄付金額

¥13,000以上

【業者】沿岸バス株式会社

絶景領域絶景領域
フリーきっぷ１日券B [305] 沿岸バス 金券式12枚回数券

今年度の受付は

が乗り放題。
域周遊きっぷです。

◆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

¥17,000以上

今年度の受付は
終了しました

効

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

絶景領域
フリーきっぷ２日券B

[256] 沿岸バス 絶景領域 萌えっ子
フリーきっぷスキップ２日券

寄付金額

が乗り放題。
域周遊きっぷです。

り連続する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

¥13,000以上

※使⽤開始⽇より翌々⽇有効
【業者】沿岸バス株式会社
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[257] 沿岸バス 萌えっ子パスケースセット

寄付金額

¥13,000以上

◆沿岸バスのオリジナルキャラクター「萌えっ⼦」をあ
しらったパスケース。
ＩＣカードや紙式定期券を1枚収納できます。

【内容】パスケース(全3種類・各1個)
タテ105㎜×ヨコ70㎜

[331] 沿岸バス 萌えっ子アクリルスタンド

寄付金額

¥36,000以上

【業者】沿岸バス株式会社

◆沿岸バスのオリジナルキャラクター「萌えっ⼦」をあし
らったアクリルスタンド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

[471] 沿岸バス 萌えっ子缶バッジセット

寄付金額

¥62,000以上

◆沿岸バス歴代の萌えっ⼦たちを配した⽸バッジのセット。
【内容】⽸バッジ 74種類 1セット

裏⾯：フックピン
【業者】沿岸バス株式会社

分割された商品もございます。詳しくはお尋ねください。

１４

分
・Aセット(1〜10番)10種類 ・Eセット(41〜52番)12種類
・Bセット(11〜20番)10種類 ・Fセット(53〜63番)11種類
・Cセット(21〜30番)10種類 ・Gセット(64〜74番)11種類
・Dセット(31〜40番)10種類

[258] 沿岸バス 萌えっ子ステンレスボトル

寄付金額

¥13,000以上

◆沿岸バスオリジナルキャラクター萌えっ⼦の「増⽑智
恵理」をあしらったステンレスボトル。

【内容】ステンレス鋼製340mlボトル 1個

[453] 沿岸バス 萌えっ子ブランケットセット

寄付金額

¥40,000以上

【業者】沿岸バス株式会社

◆沿岸バスオリジナルキャラクター「観⾳崎らいな」と
「⽩浜 ばり」をあしら たブ ケ ト セ ト

[471] 沿岸バス 萌えっ子缶マグネットセット

「⽩浜ひばり」をあしらったブランケットのセット。
【内容】ブランケット 2枚

縦650㎜×横900㎜ ポリエステル100％
【業者】沿岸バス株式会社

寄付金額

¥70,000以上

◆沿岸バス歴代の萌えっ⼦たちを配した⽸マグネットのセット。
【内容】⽸マグネット 74種類 1セット

裏⾯：磁⽯
【業者】沿岸バス株式会社

分割された商品もございます。詳しくはお尋ねください。分
・Aセット(1〜10番)10種類 ・Eセット(41〜52番)12種類
・Bセット(11〜20番)10種類 ・Fセット(53〜63番)11種類
・Cセット(21〜30番)10種類 ・Gセット(64〜74番)11種類
・Dセット(31〜40番)10種類



[ ] 月連続 北海道 イ クリ ム 定期便

１回の寄付で数回に分

[701] ３ヵ月連続 北海道アイスクリーム 定期便

◆⽻幌町内の⼯場で製造している⼤⼈気のアイスクリームを

第１回⽬ ： 北海道バニラアイスクリーム12個セット →
第２回⽬ 北海道メロンアイスクリ ム12個セット →第２回⽬ ： 北海道メロンアイスクリーム12個セット →
第３回⽬ ： 北海道アイスクリームバニラ・チョコ各6個

※郵便局払込票にてご⼊⾦の場合、⼊⾦確認に１週間前後かか
※繁忙⽉は発送に遅れが⽣じる場合がございます。予めご了承

[702] ３ヵ月連続 北海道羽幌産
特別栽培米ゆめぴりか５㎏定期便

寄付金額 ¥30,000 以上

[703] ３ヵ月連
特別栽培米おぼろ

寄付金額 ¥30

◆毎⽉同じお⽶を３カ⽉連続（計３回）でお届けします お◆毎⽉同じお⽶を３カ⽉連続（計３回）でお届けします。お

第１回⽬ ： ⼊⾦確認後１週間〜１か⽉程で発送します。
第２回⽬ ： １回⽬発送から約１か⽉後に発送します。
第３回⽬ ： １回⽬発送から約２か⽉後に発送します。

※郵便局払込票にてご⼊⾦の場合、⼊⾦確認に１週間前後かか
※繁忙⽉は発送に遅れが⽣じる場合がございます。予めご了承

分けて返礼品が届きます

寄付金額

30 000¥30,000以上

を3ヵ⽉連続でお届けします。

→ ⼊⾦確認後１か⽉〜２か⽉程で発送します。
→ １回⽬発送から約１か⽉後に発送します→ １回⽬発送から約１か⽉後に発送します。
個セット → １回⽬発送から約２か⽉後に発送します。

かります。
承ください。

連続 北海道羽幌産
ろづき５㎏定期便
0,000 以上

[704] ３ヵ月連続 北海道羽幌産
オロロン米ななつぼし10㎏定期便

寄付金額 ¥36,000 以上

お⽶の品種をお選びくださいお⽶の品種をお選びください。

かります。
承ください。
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[ ] 月連続 北海道羽幌町人気 ト 定期便

１回の寄付で数回に分

[705] ３ヵ月連続 北海道羽幌町人気ベスト３ 定期便

◆迷ったらコレ！⽻幌町でいつも⼈気の商品「ベスト３」を3ヵ

《第１回⽬》
【内容】⽢えび 1㎏(200 5）

《第２回⽬
【内容】⽢えびの塩⾟【内容】⽢えび 1㎏(200g×5）

1P(200g)17〜20尾
【配送】冷凍

⼊⾦確認後
1週間〜1か⽉程で発送

【業者】北るもい漁業協同組合

【内容】⽢えびの塩⾟、
旨⾟にしん醤、
鮭とば、糠にし
にしん切込、数

【配送】冷凍（賞味期限
1回⽬発送から約

【業者】株式会社 重原

※郵便局払込票にてご⼊⾦の場合、⼊⾦確認に１週間前後かかり
※繁忙⽉は発送に遅れが⽣じる場合がございます。予めご了承く

[706] ３ヵ月連続 北海道羽幌産甘えび三昧 定期便

◆⽢えび好きはコレ！⽻幌町⾃慢の⽢えびの美味しさを引き出

《第２回⽬》
【内容】酒蒸し⽢えび

酒蒸し⼦持ち⽢
酒蒸しぼたんえ

《第１回⽬》
【内容】⽢えび 1㎏(200g×5）

1P(200g)17〜20尾
【配送】冷凍

※郵便局払込票にてご⼊⾦の場合、⼊⾦確認に１週間前後かかり
※繁忙⽉は発送に遅れが⽣じる場合がございます。予めご了承く

酒蒸しぼたんえ
【配送】冷凍

1回⽬発送から約
【業者】有限会社 蝦名

【配送】冷凍
⼊⾦確認後

1週間〜1か⽉程で発送
【業者】北るもい漁業協同組合

１６

便

けて返礼品が届きます

寄付金額

32 000便 ¥32,000以上

ヵ⽉連続でお届けします。

》
⽢えびわさび

《第３回⽬》
【内容】バニラアイスクリ ム 6個⽢えびわさび

たこわさび
しん
数の⼦オクラ
限90⽇以内）
約1か⽉後に発送
原商店

【内容】バニラアイスクリーム 6個
メロンアイスクリーム 6個

【配送】冷凍
1回⽬発送から約2か⽉後に発送

【業者】株式会社ダイマル乳品

ります。
ください。

寄付金額

¥40,000以上

出した商品を3ヵ⽉連続でお届けします。

》
160g
⽢えび 160g
えび 160g

《第３回⽬》
【内容】⽢えびの塩⾟65g⼊2瓶

⽢えびわさび65g⼊2瓶
⽢えびの味噌仕込み65g⼊2瓶

ります。
ください。

えび 160g

約1か⽉後に発送
名漁業部

⽢えびの味噌仕込み65g⼊2瓶
【配送】冷凍（賞味期限90⽇以内）

1回⽬発送から約2か⽉後に発送
【業者】株式会社 重原商店



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、観光イベントの開催な
どの離島振興のための取組みに活用します。

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

＜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・曜⽇等の指定はできません。⻑期間不在になる◆着⽇・曜⽇等の指定はできません。⻑期間不在になる
◆配送の時間帯指定ができますので、希望される場合は◆配送の時間帯指定ができますので、希望される場合は
◆お礼の品を発送する際にメールでお知らせできます。◆お礼の品を発送する際にメールでお知らせできます。
ご登録ください。ご登録ください。

◆発送時期限定品を除いて、◆発送時期限定品を除いて、随時発送となります。随時発送となります。
※※寄付⾦の⼊⾦が確認できた⽇から、概ね１か⽉以内寄付⾦の⼊⾦が確認できた⽇から、概ね１か⽉以内
や⽔揚げ状況等によっては遅れが⽣じる場合がござや⽔揚げ状況等によっては遅れが⽣じる場合がござ

◆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、
◆お礼の品の送り状について◆お礼の品の送り状について
・お礼の品を寄附者様ご本⼈に送る場合、送り状の依・お礼の品を寄附者様ご本⼈に送る場合、送り状の依
・お礼の品を寄附者様以外に送る場合、依頼主は「寄・お礼の品を寄附者様以外に送る場合、依頼主は「寄
※※㈱トラストバンクの配送管理システムを利⽤する㈱トラストバンクの配送管理システムを利⽤する
という名称が記載されます。という名称が記載されます。

◆個⼈情報の取り扱いに関して◆個⼈情報の取り扱いに関して◆個⼈情報の取り扱いに関して◆個⼈情報の取り扱いに関して
お寄せいただいた個⼈情報は、当町と当町が委託するお寄せいただいた個⼈情報は、当町と当町が委託する
合せ、書類・返礼品発送及び発送情報等の提供、並び合せ、書類・返礼品発送及び発送情報等の提供、並び
するものであり、それ以外の⽬的では利⽤いたしませするものであり、それ以外の⽬的では利⽤いたしませ

◆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。
◆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

【お問

◆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
◆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。

【お問
羽幌町
〒078
TEL：
E-maiふるさと納税特設サイト

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
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・青少年の健全育成のための
取組みに活用します。

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。
る期間がある場合は希望票にご記⼊ください。る期間がある場合は希望票にご記⼊ください。
は返礼品希望票にご記⼊ください。は返礼品希望票にご記⼊ください。
発送メールを受け取りたい場合はメールアドレスを発送メールを受け取りたい場合はメールアドレスを

内でお届けできるよう努めておりますが、注⽂状況内でお届けできるよう努めておりますが、注⽂状況
ざいますのでご了承願います。ざいますのでご了承願います。
商品の変更をお願いすることがあります。商品の変更をお願いすることがあります。商品の変更をお願いすることがあります。商品の変更をお願いすることがあります。

依頼主は「⽻幌町」となります。依頼主は「⽻幌町」となります。
寄附者様の⽒名」が記載されます。寄附者様の⽒名」が記載されます。
るため、真荷主名に「株式会社トラストバンク」るため、真荷主名に「株式会社トラストバンク」

る事業者が寄附⾦の受付及び⼊⾦に係る確認、各種問る事業者が寄附⾦の受付及び⼊⾦に係る確認、各種問
びにメールマガジン等による情報提供を⾏う際に利⽤びにメールマガジン等による情報提供を⾏う際に利⽤
せん。せん。
事前に受取⼈へご連絡をお願いします。事前に受取⼈へご連絡をお願いします。

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

問い合わせ先】

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。
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

問い合わせ先】
町 地域振興課政策推進係
8-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1
0164-62-1211 / FAX：0164-62-1219
il：furusato@town.haboro.lg.jp


