しらぬかちょう

北海道 白糠町
ふるさと納 税 感 謝 特 典 制 度のご案 内

しらぬかちょう

北海道 白糠町

白糠町外から1万円以上のご寄附をいただいた皆様に
1万円以上ご寄附をされた町外在住の個人の方に寄附金額に応じてお礼の品を進呈します。※何度でもお申込みいただけます。
寄附金額に応じた各区分からお選び下さい。
・寄附金額10,000円以上で…Aコース×1品
・寄附金額20,000円以上で…①Bコース×1品、
②Aコース×2品
・寄附金額30,000円以上で…①Cコース×1品、
②Bコース×1品+Aコース×1品、
③Aコース×3品
・寄附金額50,000円以上で…①Dコース×1品、
②Cコース×1品+Bコース×1品、
③Bコース×2品+Aコース×1品、
④Aコース×5品
・寄附金額100,000円以上で…①Eコース×1品、
②Dコース1品+Bコース×1品+Aコース×3品、
③Dコース×1品+Bコース×2品+Aコース×1品
※寄附金額以下の組み合わせをお選びいただいた場合は、
お礼の品の一部を辞退させていただいたことにさせていただきます。
※例えば、
25,000円のご寄附をされた場合は「寄附金額20,000円以上で…」の区分になります。

ふるさと納税の流れ
ふるさと納税サイトか

入 金 方 法をお 選び

らお申込み、
またはカ

いただき、
ご入 金を

タログの別 紙「申込

お願いいたします。

書」
をお送りください。
※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。
紛失されないようご注意ください。
「 寄附金受領証明
書」は寄附者の氏名で発行します。
再発行や発行後
の氏名変更はできませんのでご注意ください。

ふるさと納税の使いみち

「お礼の品」
を選ぶ

「お礼の品」が届く

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

※2：確定申告をする必要のない方が、
ふるさと納税先団
体
（自治体）
に
「申告特例申請書」
を提出いただく
ことで、
確定申告をしなくても寄附金控除が受けられ
ます。
年間5自治体以内への寄附に限ります。

（※2）

①所得税・住民税で控除（※3）
②住民税で控除（※3）

※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分につ
いて、
個人住民税所得割の約2割を上限として税
額控除されます。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータ
ルサイ
トでご確認ください。

申込書で寄附金の使途を選択してください。

①自治体におまかせ

②ふるさと
「しらぬか」の魅力あるまちづくり事業

③活力に満ちた産業づくり事業

④健康で思いやりのある社会づくり事業

⑤希望あふれる人づくりのための教育事業

⑥ふるさと
「しらぬか」の豊な自然環境保護の
ための事業

入金方法
クレジットカード

白糠町ホームページ・
「ふるさとチョイス」からお申込み後、
Yahoo!公金支払いの決済画面からご決済をお願いいたします。

手数料無料

払込取扱票

払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から起算して１０日程度でお届けします。最寄りの
郵便局からお振込みください。寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

手数料無料

銀行振込

北海道銀行 白糠支店（普通）口座番号 0033574 口座名 白糠町会計管理者
※寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

手数料はご負担ください

現金書留

〒088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1-1
白糠町役場 企画総務部企画財政課 宛にお送りください。

郵便料はご負担ください

自治体窓口

〒088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1-1
白糠町役場 企画総務部企画財政課 窓口にてお納めください。

のし対応について

第一次産業が築き上げてきた白糠町
先達の方々に感謝を込めて

〜食と食材のまち しらぬか〜

―

ご希望の用途からお選びください。

※Ａ４または、
Ｂ５
（外箱サイズに応じる）花結び・外箱貼付となります。※中元、歳暮、内祝、御礼の4種のみ。名入れの対応はしておりません。

注意事項

●お届けの日時指定は承っておりません。
ご入金確認後2週間〜１か月でのお届けを予定しております。●お申込み後の「お礼の品」の変更は出来ませんので、
ご了承くださ
い。●商品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。
ただし、破損・不良品の場合は速やかに対応させていただきます。●季節商品等はお届け情報をご確
認ください。●冷蔵商品は週末（金・土・日曜）のお届けを予定しております。●ご注文の状況によっては、一時的に品切れが発生する場合があります。
その際は代替品をお
送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。●メーカーの都合により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。●
カタログ掲載商品は印刷再現上、色調が実物と異なる場合があります。●写真はすべてイメージです。小物類は商品に含まれません。

ふるさと納税全般に関する
お問合せ
お礼の品発送に関する
お問合せ

北海道白糠町（しらぬかちょう）役場 企画総務部企画財政課
TEL.０１５４７-２-２１７１ FAX.01547-2-4659 メールアドレス furusato-tax@town.shiranuka.lg.jp
ふるさと納税商品お問合せセンター TEL.0120-977-050（携帯・IP電話からは 06-6537-0279）
（営業時間／9：30～18：00 土日祝日・12/29～1/3休み）

本カタログに掲載している他にも、
ホームページに数々のお礼の品をご紹介しています。

http://www.town.shiranuka.lg.jp/
カタログ有効期限／2016年5月末

カタログコード5723
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ご寄附をいただいた皆様に、

しらぬかちょう

感謝を込めて、白糠町の誇る逸品を、

お贈りさせていただきます。

1

C

北海道白糠町長
棚野 孝夫

白糠 町は北 海 道の東 部に位 置し、人口
８千５百人のまちです。
本町は太平洋沖の暖流と寒流が交わる絶
好の漁場にあり、
１年を通じて様々な海産物が
獲れるもので、
特にししゃもや毛がに、
柳だこ、
鮭、
つぶ貝は築地市場を始めとし全国から引き合
いがあります。
恵まれた漁場にある本町は水産物だけでも
十分すぎるくらいですが、
山に目を向けると、
また
様々なものがあります。

ししゃものふるさと
しらぬか産ししゃも
一般に流通している「ししゃも」
と呼ばれる魚の9割以

しらぬか産
鍛高譚・
茹でたて大毛がに 720㎖ 12本セット
1800㎖ 6本セット
白糠漁協では資源確保のために毛がに漁は漁獲量と漁期を定め、
さらに

しそを使った焼酎と言えば今や全国区の
『し

上はキャペリン等の似た魚です。本物のししゃもは世界で

個体のサイズや重量などの厳しい基準を設けています。一番おいしいのは茹

そ焼酎鍛高譚』
をはじめ、
イタリアンチーズや羊

も北海道の太平洋沿岸にしか生息しない日本固有の貴

でたてと知っているからこそ、漁期中は冷凍せずに茹でたその日のうちの発送

重種です。回遊魚のため北海道西部から東部海域に

にこだわっています。新鮮さにこだわっ

回遊し、十勝沖から徐々に脂が抜け、卵が熟すことから、

たプリプリの食感をお楽しみください。

肉、
ヨーロッパでは特別な日の高級食材として
愛されている鹿肉。
このように本町は、
海を見ても山を見ても豊富
な食材にあふれています。

白糠沖で獲れるししゃもは大変に美味とされています。

たら、
ふるさと納税を通じまして本町のまちづくり

商品番号

を応援していただき、
「ふるさと白糠」の魅力をさ
らに知っていただければ幸いに存じます。
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商品番号

5723-0003

冷凍

ししゃものふるさと しらぬか産ししゃも

●栄三郎商店 ●ししゃも30尾（オス・メス込み） ●出荷時期/11月中旬より ※賞味期間：冷凍6０日

が、
『しそ焼酎鍛高譚 』
なら多くの方がご存知かと思います。白糠は鍛高譚
に使われるしその産地です。
商品番号

カタログ最終ページに「ふるさと納税の使い
みち」を掲載しております。
ご意向に沿うようでし

「白糠産のしそを使った焼酎」でピンと来る方は多くないかもしれません

5723-0019

冷蔵

しらぬか産 茹でたて大毛がに

●栄三郎商店 ●ゆで毛がに（約700g～800g）×1杯 ●受付締切/11月20日 ●出荷時期/10月〜
12月中旬迄 ※賞味期間：出荷より5日 ※お届けは週末（金・土・日曜）となります。 ※お申込限度
数に達した場合は、予告なく締切日前にお申込みを締切る場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

5723-0025

鍛高譚720㎖ 12本セット

1800㎖
720㎖

●合同酒精 ●鍛高譚720㎖×12本
商品番号

5723-0026

鍛高譚1800㎖ 6本セット
●合同酒精 ●鍛高譚1800㎖×6本

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の酒類のお申込みはご遠慮ください。

冷凍

冷凍便にてお届け

冷蔵

冷蔵便にてお届け

2

万円以上 の コース
寄附で貰えるお礼の品

1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品
1800㎖

1

720㎖

香り高い白糠産しそと大雪山系を望む旭川の
清冽な水を使用した爽やかな風味の焼酎です。

5723-0001
鍛高譚720㎖ 4本セット
商品番号

●合同酒精 ●鍛高譚720㎖×4本

A

5723-0002
鍛高譚1800㎖ 2本セット
商品番号

●合同酒精 ●鍛高譚1800㎖×2本

ししゃものふるさと
「白糠産ししゃも」に、秋鮭を熟成発酵した「塩引
き鮭」、特製タレで3種類の味に仕上げた「喰っ蛸とある？」
シリーズ
のセットです。

5723-0004
しらぬか海物語
商品番号

冷凍

●栄三郎商店 ●白糠産ししゃも10尾（オス・メス込み）
、つぶ子ちゃん（約280g）
、塩引き鮭（2切れ）
、
たこのキムチ漬
（100g）
、たこのわさび漬
（100g）
、たこのしょうが漬
（100g）各1個
※賞味期間：冷凍60日

新鮮な状態で加工した、
たこ本来の旨みを楽しめる
「う
す切り北海たこ」に、特製タレで３種類の味に仕上げ
たたこの「喰っ蛸とある？」
シリーズのセットです。

5723-0006 冷凍
酒の肴にしゃぶしゃぶに たこ三昧セット
商品番号

●栄三郎商店 ●うす切り北海たこ
（約170g）
×2個、
たこのキムチ漬け
（100g）
×1個、
たこのわさび漬け
（100g）
×1個、たこのしょうが漬け
（100g）
×1個 ※賞味期間：冷凍6０日

3

A コース

秋鮭を熟成発酵した「塩引き鮭」に、灯台つ
ぶを特製三杯酢で味付けした「つぶ子ちゃ
ん」、新鮮で張りのある成熟卵を使用した
「醤
油いくら」の人気３商品をセットにしました。

5723-0005 冷凍
鮭の切身・つぶ子ちゃん・醤油いくらセット
商品番号

●栄三郎商店 ●塩引き鮭
（2切れ）
、つぶ子ちゃん
（約280g）
、醤油いくら
（200g）各1個
※賞味期間：冷凍6０日

道内有数のえぞ鹿の越冬・生息地の白糠で、
生 産 者が狩 猟から加 工まで一 貫して行った
道内外の有名レストランも扱う高タンパク・低
カロリー、低脂肪の高級食材。

5723-0007 冷凍
高タンパク・低カロリー・低脂肪 えぞ鹿肉セット
商品番号

●栄三郎商店 ●鹿ロース肉
（約300g）
、鹿モモ肉
（約500g）各1個

地元の生乳を地産地消すべく元道庁職員が立ち
上げたイタリアンチーズ工房によるこだわりのチー
ズ。白糠によく似た気候の北イタリアで修行に励
み、新たな乳食文化を広げるべく
「食べた人が幸せ
な気持ちになれるチーズ」
を日々生産しています。

ラム肉の「らむじん」、
とり肉の「鳥じん」、
えぞ鹿肉
をオリジナルのタレで味付けした白糠を代表する
焼き肉３種セットです。

5723-0008 冷凍
羊・鶏・鹿肉をまるごと堪能！
しらぬか自慢 味付き焼き肉セット
商品番号

●栄三郎商店 ●味付鶏肉（鳥じん、約900g）
、味付羊肉（らむじん、約1kg）
、鹿肉味付き焼肉（約
300g）各1個 ※賞味期間：冷凍6０日

寒 暖 差のある上 茶 路 地 区のブル
ーベリーは農薬・化学肥料不使用
で、一粒ずつ手摘み。ジャムは風味
を引き出す手作り製法。

5723-0010 冷蔵
農薬・化学肥料不使用ブルーベリーセット
商品番号

●栄三郎商店 ●大玉生ブルーベリー（約250g）×2個、
ブルーベ
リージャム（100g）×1個 ●受付締切：8月末日 ●出荷時期 /8月
上旬〜 9月下旬迄 ※賞味期間：ブルーベリー7日、
ジャム30日

「食と食材のまち白糠」の
レストラン「はまなす」の
シェフが町を代表する食
材で作った自慢のメニュー
をレトルトにしました。

5723-0013 冷凍
レストランはまなすレトルトセット
商品番号

●栄三郎商店 ●えぞ鹿肉のハヤシソース（180g）、柳ダコのミー
トソース（170g）ラム肉とゴボウのミートソース（150g）各1個

5723-0009 冷蔵
白糠酪恵舎チーズセット
商品番号

●栄三郎商店 ●スカモルツァ
（100g）
、
トーマ・シラヌカ
（100g）
、ロビオーラ
（100g）各2個
※賞味期間：最短冷蔵20日

地元の生乳や卵、
そして白糠
酪恵舎のチーズを使ったプリ
ン3種の食べ比べセットです。
地 元の食 材を知り尽くした
シェフの技をご賞味ください。
商品番号

5723-0011

冷蔵

シェフのこだわりプリンセット

●栄三郎商店 ●白いチーズプリン、
黄色いチーズプリン、
生キャラメ
ルプリン
（各90g）各2個 ※賞味期間：製造日から7日

半世紀続くスープと細麺が
自慢の老麺やはたの自家製
ラーメンと、白糠産たこの風
味と食感を大切に仕上げた
「たこカレー」のセットです。

5723-0014 冷蔵
やはたらーめん・たこカレーセット
商品番号

●栄三郎商店 ●お持ち帰りらーめん（2食入り）×1個、たこカ
レー（220g）×2個 ※賞味期間：ラーメン７日、カレー1年

「とばイチロー」は食べや
すさを追 求し、低 塩で口
当たりソフトな食感。
「た
べてくんせい 」は全ての
工程で手作業にこだわり
ぬいた鮭の燻製です。

5723-0012
鮭とばセット
商品番号

●栄三郎商店 ●鮭とばイチロー（約500g）×1個、たべてくん
せい（白）50g×2個 ※賞味期間：常温30日

鹿は中国最古の医薬書にも
登場する薬剤。鹿抽出エキス
と有機栽培のしそエキス入り。
滋養強壮・肉体疲労に。

5723-0015
滋養強壮・肉体疲労に えぞ鹿の宝
商品番号

●栄三郎商店 ●えぞ鹿の宝（50㎖）×7本

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の酒類のお申込みはご遠慮ください。

冷凍

冷凍便にてお届け

冷蔵

冷蔵便にてお届け
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B

万円以上 の コース
寄附で貰えるお礼の品

万円以上 の コース
寄附で貰えるお礼の品

3

2

漁 期 中 にしか 味わうことができな
い、生きたままの毛がにを発 送しま
す。ご家庭で茹でたての毛がにをお
召し上がりください。

C

漁期外に出荷する毛がには医療界でも使用されている奇跡の冷凍技術と言わ
れている
「CAS冷凍」
で。食材の鮮度、食感、
旨味などを保持してお届けします。

5723-0018
しらぬか産 活大毛がに
商品番号

冷蔵

●栄三郎商店 ●活毛がに（約700g～800g）×1杯 ●受付締切/10月末日
迄 ●出荷時期/11月初旬〜下旬迄 ※お届けは週末
（金・土・日曜）
となります。
※お申込限度数に達した場合は、予告なく締切日前にお申込みを締切る場合が
ございますので、
あらかじめご了承ください。

●栄三郎商店 ●ししゃも（オス・メス込）10尾×2個、海鮮卵セット×1個、
新巻鮭姿切身
（約1.7kg、4分割）
×1個 ※賞味期間：冷凍60日

万円以上 の コース
寄附で貰えるお礼の品
5

5723-0021 冷凍
しらぬか海の恵みセット

5723-0022 冷凍
新巻鮭姿切身と醤油いくらセット

●栄三郎商店 ●白糠産ししゃも10尾
（オス・メス込）
×2個、白糠産昆布
（約250g）
×1個、北海たこのたた
き
（約150g）
×1個、
うす切り北海たこ
（約170g）
×1個、醤油いくら
（200g）
×1個 ※賞味期間：冷凍6０日

5723-0029
しらぬ か 海 の 恵 み
セット年4回お届け
商品番号

●栄三郎商店 ●ラム肉の焼き肉用スライス（約500g）、モッツァレラチーズ（140g）、スカモ
ルツァ（100g）、トーマ・シラヌカ（100g）、ロビオーラ（100g）、鹿肉のしぐれ煮（生姜味、約
220g）、鹿肉のしぐれ煮（ピリ辛味、約220g）、ごんぼほり!ドレッシング（240g）、青じそドレッ
シング（230g）、しそ醤油（150㎖）、鹿肉の缶詰（醤油味・味噌味・カレー味 各160g、各1個）、
白いチーズプリン（90g）、黄色いチーズプリン（90g）、生キャラメルプリン（90g）、ブルーベ
リージャム（100g）各1個 ※賞味期間：ラム肉冷蔵7日、
チーズ最短冷蔵8日、
ジャム30日

日本の貴重種ししゃもにプチプチ
食感のいくら、
こだわりぬいた鮭と
ばにたこといった白糠の海の恵み
を年4回に渡ってお届け。

5723-0030
しらぬ か 山 の 恵 み
セット年4回お届け

白糠を代表する食として、
シェフの
こだわりプリンや、
３種の味付け肉、
チーズ職人のチーズ、高級食材の
えぞ鹿肉を年4回に渡ってお届け。

商品番号

7月発送

4月発送

7月発送

● 栄 三 郎 商 店 ● 醤 油いくら 冷凍
（200g）
、北海たこのたたき（約
150g）
各1個

● 栄 三 郎 商 店 ● 鮭とばイチロー（ 約
500g）×1個、たべてくんせい（白）50g×
2個

●栄三郎商店 ●白いチーズプリ 冷蔵
ン、黄色いチーズプリン、生キャラ
メルプリン
（各90g）各2個

●栄三郎商店 ●味付鶏肉（鳥じ 冷凍
ん、約900g）、味付羊肉（らむじん、
約1kg）、鹿肉味付き焼肉（約300g）各1個

10月発送

1月発送

10月発送

1月発送

● 栄 三 郎 商 店 ● スカモ ル 冷蔵
ツァ（100g）
、
トーマ・シラヌカ
（100g）
、ロビオーラ
（100g）各2個

● 栄 三 郎 商 店 ● 鹿ロース
肉（ 約300g）
、鹿モモ肉（ 約
500g）
各1個

4月発送

D

商品番号

商品番号

5723-0028 冷蔵
しらぬか山の恵みバラエティーセット
商品番号

5723-0027 冷凍
しらぬか海の恵みバラエティーセット

●栄三郎商店 ● CAS 冷凍毛がに
（約700g 〜 800g）
×1杯 ●出荷時期 /2016年1月中旬〜

脂の乗った鮭を塩漬けし、水分を抜き旨みを凝
縮した「 新 巻 鮭 姿 切身 」
と、新 鮮で張りのある
成熟卵を使用した「醤油いくら」のセットです。

日本一の羊飼いのラム肉に、
チーズ職人のチ
ーズ、
こだわりプリン等を詰め合わせた、
これぞ
白糠オール山の恵みバラエティーセット。

商品番号

5723-0020 冷凍
しらぬか産 CAS 冷凍大毛がに
商品番号

しゃぶしゃぶ、刺身、唐揚げといろ
いろ使える生たこに、
ししゃもと昆
布、醤油いくらのセットです。

ししゃものふるさと白糠で水揚げ
されたししゃも20尾と、塩たらこ・
醤油いくら・辛子明太子の人気
３種類が入った海鮮卵セットと、
鮭の切身は食卓を賑わせるボ
リューム満点の海産セットです。

●栄三郎商店 ●新巻鮭姿切身
（約1.7kg、4分割）
、醤油
いくら
（200g）各1個 ※賞味期間：冷凍6０日

●栄三郎商店 ●うす切り北海たこ 冷凍 ●栄三郎商店 ●ししゃも30尾
（約170g）×2個、たこのキムチ漬
（オス・メス込み）
×1個
け
（100g）
×1個、たこのわさび漬け
（100g）
×1個、たこのしょうが漬け
（100g）
×1個

1800㎖

冷凍

冷凍

720㎖
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5723-0024
鮭とばイチロー 2kg

冷凍

●栄三郎商店 ●鮭とばイチロー 2kg×1個
※賞味期間：冷凍６０日

5723-0016
鍛高譚720㎖ 8本セット
商品番号

●合同酒精 ●鍛高譚720㎖×8本

5723-0017
鍛高譚1800㎖ 4本セット
商品番号

●合同酒精 ●鍛高譚1800㎖×4本

コース

●栄三郎商店 ●ラム肉の骨付きステーキ
（約500g）
×1個、
モッツァレラ
チーズ（140g）
×1個、
スカモルツァ
（100g）
×1個、
ロビオーラ
（100g）
×1
個、鍛高ラムネ
（各200㎖、赤・青）
×各2本、
えぞ鹿の宝（50㎖）
×2本、
ブ
ルーベリージャム
（100g）
×1個、
ごぼう茶
（60g）
×1個
※賞味期間：ラム肉冷蔵7日、
チーズ最短冷蔵8日、
ジャム30日

商品番号

香り高い白糠産しそと大雪山系を望む旭川の
清冽な水を使用した爽やかな風味の焼酎です。

万円以上 の

5723-0023 冷蔵
しらぬか 山の恵みセット
商品番号

脂乗りが良い９月に北海道で水揚
げされた秋鮭オスのみを使用。食
べやすさを追 求し、低 塩で口 当た
りがソフトです。お子様からご年配
の方まで人気の商品で、食べ飽き
しないベーシックな風味。

寄附で貰えるお礼の品

日本一の羊飼いのラム肉に、
チーズ
職人のチーズ、鍛高ラムネなどを詰
め合わせた、山の恵みの満載セット。

10
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5723-0031
しらぬか堪能セット 年4回お届け
商品番号

4月発送

7月発送

白糠を代表する毛がにやししゃも、
たこなどの海の幸に加え、本場イタリアで学んだチーズ
職人が作るチーズに、デザートに楽しめるシェフのこだわりのプリンなど白糠自慢の逸品を
年4回に渡ってお届けします。
10月発送

1月発送

● 栄 三 郎 商 店 ●ししゃも10 冷凍 ●栄三郎商店 ●モッツァレラチーズ
（140g）
× 冷蔵 ●栄三郎商店 ●新巻鮭姿
尾（オス・メス込 ）×2個、昆
1個、スカモルツァ（100g）×2個、
トーマ・シラ
切身（約1.7kg、4分割）
、醤
布（約250g）×1個、北海たこのたたき ヌカ（100g）×2個、ロビオーラ（100g）×2個、白いチー 油いくら
（200g）各1個
（約150g）×1個、
うす切り北海たこ（約 ズプリン
（90g）
×1個、黄色いチーズプリン
（90g）
×1個、
170g）
×1個、鮭とばイチロー（約500g） 生キャラメルプリン
（90g）
×1個 、鍛高ラムネ
（各200㎖、
×1個
赤・青）
×各1本、えぞ鹿の宝
（50㎖）
×1本、
ブルーベリー
ジャム
（100g）
×1個、ごぼう茶
（60g）
×1個

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の酒類のお申込みはご遠慮ください。

冷凍

冷凍

●栄三郎商店 ● CAS 冷凍毛
がに
（約700g 〜 800g）
×1杯

冷凍便にてお届け

冷蔵

冷凍

冷蔵便にてお届け
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