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あ り が た き 幸 を あ り が た き 気 持 ちへ お 届 け

白糠町

北海道

最新のお礼の品は、本パンフレットに掲載しているほか
WEBサイトでも紹介しています。

しらぬか ふるさと納税

笑 顔 輝 く 太 陽 のまち
し ら

ぬ

か

まちのイベントは
１年中たくさん！

ちょう

白糠町

EVENT

9月

8・9・11月

3月

アイヌ三大祭り
白糠町
ロードレース
北海道の長い冬の終わりを
告げるロードレース。道 内
最初の大会で、町内外から
数多くのランナーが参加し、
冬場のトレーニングの成果を
試す。

見どころ
白糠町には
イベントも
スポットも
ん。
盛りだくさ
に来て
び
是非一度遊
い
くださ ！

白糠駒踊り
1919年、
白糠村に開設されていた陸軍軍馬補充
部釧路支部の開庁記念祭で披露されたのがはじま
りといわれる
「白糠駒踊り」。2019年で100周年を
迎え、若駒の一日を4つの節
（せつ）
で表現した勇壮
活発な、
白糠町の郷土芸能として広く知られるように
なった。1964年の東京オリンピックや上海・台湾な
ど海外でも公演し、
文化の継承を行なっている。

7月

（通称カミパラ）
毎年9月に開催される。白糠南通
り商店街（ハミングロード）
が2日
間歩行者天国となり、
各種屋台や
イベントが楽しめる。

ぐるっと庶路ダム紅葉ウオーク
毎年10月に開催。紅
葉ウオーク終了後は、
ダム見学会も実施さ
れ、普段は見ることが
できないインフラツー
リズムが楽しめる。

10 月

8月

白糠釧勝峠駅伝大会＆
白糠町駅伝競走大会
白糠厳島神社例大祭
7月第4日曜日を最終日として、前々日
の金曜から行われる。五穀豊穣と海の
安全を願い、最終日に神輿ごと海に入
る名物
“海中みこし”
。荒波にも負けな
い大迫力の神輿は必見。

岬の森東山公園からの風景。白糠漁港と白糠市街が一望できる

カミングパラダイス

祖先供養祭の8月
「ふるさと祭り」、9月
「フンペ(鯨)祭り」、感謝と大漁祈願の
11月
「ししゃも祭り」
と伝統儀式や古式
舞踊などアイヌ民族の文化に触れること
ができる。2018年に移転したアイヌ文
化活動施設「ウレシパチセ」でもアイヌ
文化が体感できる。

11月に行われる北海
道 のランニングシー
ズン最後のレース。

11 月

港 in しらぬか花火大会
約1万発の花火が潮風香る会場で打ち上げられ、
白糠
漁港の夜を染め上げる。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
これらのイベントの202２年度の開催が中止または縮小となったものもございます。1日でも早く、
また以前のように開催できることを祈っています。

【白糠の由来】
北海道の東、太平洋に面している白糠町。
「シラヌカ」の名の由来
は、アイヌ語で「磯」
を意味する
「シラリ」、
「 上」
を意味する
「カ」や「シ
ラルカ」、
「シラリイカ」で、波が磯を越えしぶきが立つ「岩磯のほとり」
を指すといわれ、現在の白糠漁港に注ぐオクネップ川からシラリカッ
プ川付近の岩磯地帯を見て付けられた地名と言われています。

白糠学園
2022年8月20日に開校した
「白糠学園」。小中一貫校
で白糠町では2校目となる義務教育学校

知床

白糠町 Data

しょ ろ

庶 路 ダム

美しい自然に囲まれた
「庶路ダム」。ダム下流には、
『 天滝』、
『 不動の滝』
があり、
脈々と庶路川の清水を作り出している

● 旭川

北 海 道 の 東 部に位 置し
総面積は773㎢と道内で
も比較的大きな面積を持
つ。その総面積の83％を
森林が占める。

● 札幌

たんちょう
釧路空港

釧路湿原
国立公園
●
●
釧路市

しらぬか物産センター
こい とい かん

恋問館

● Access

山海の恵やオリジナル商品など、白糠
のお 土 産が 揃う「 道 の 駅しらぬか 恋
問」。併設のレストランからは雄大な太
平洋が一望できる

札幌から

白糠漁港
白糠の
“美味しい”
を支える
「白糠漁港」。
ふるさと納税のお礼の品の中には、白糠
漁港で水揚げされたものが多くある
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● 函館

世界遺産登録地域知床や釧路湿原国立公園を
有するひがし北海道に位置。東京からは約2時間
で行くことができる小さなまち。

毎年1月3日に行われる初売り。名物
“魚の福袋”
を求
め、町民はもちろん町外からも人が集まり開店前から
行列ができる、
白糠町ではおなじみの光景

車で約4時間
JR北海道
札幌―白糠 約4時間
空路
（新千歳・丘珠）
で
約４5分

釧路から

車で約40分
東京から

空路
（羽田空港）
で
約1時間35分

「ご出身は？」
「釧路の方です！」
釧路空港から

車で約25分
大阪から

空路で約2時間

進学や就職で生まれ育ったまちを離れ、新しい土地で生活をはじめる。初めて会った人
との会話で話題にあがりやすいのが
“出身地”
の話。愛知県出身の人が、
「名古屋出身
です」
と答えることが多いというのはよく聞く話ですが、
白糠町の人は出身地を聞かれると
「釧路の方です」
と答えるんですって。
もちろん、
白糠町出身なのが恥ずかしいわけでは
なく、聞いた相手が少しでもわかりやすいようにという、素敵な配慮。相手を想った回答
なんです。昨今、
ふるさと納税でその名を知る人が増えている白糠町。
「白糠町出身で
す」
といえば、
「あぁ
！あのふるさと納税で有名な！」
と言われる日も近いんでしょうね。
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白糠町となる

かったことを、まるで昨日のことのように
ております。
白糠 町は、海の幸 も 山の恵 も 豊 富な

覚 えていま す。このときの感 謝 をしっか
りと胸に刻み、常に丁寧にふるさと納税
ふるさと納税は北海道の産地・地域の
肉、チーズ、プリンなど生産者が丹精込

「 食 と食 材のま ち 」。ふるさと納 税のお

覚醒に繋がるありがたい制度だと考えて

への取り組みを続けてまいりました。

おります。従来、北海道は「獲るだけ・

際に白糠町の品を手にすることで、本町

り揃えております。ふるさと納税で、実
を身近に感じていただけた際には、是非、

めて作り 上げた特産品を種類豊富に取

方の声をダイレクトに聞くことができま
白糠町を訪れてください。その時、「やっ

出荷するだけ」 という一次産業になりが

す。これにより、
生産者が各々に考え、
打っ
ぱり、白糠っていいね」 と思っていただけ

ちでしたが、ふるさと納税では、寄附者の

て出る。それによってさらに良い評価をも
るようなまちづく り を 今 後とも 町 民の

らえると、喜びと同時にもっと頑張ろうと

ふるさと納税を通して、白糠町の魅力

いう気持ちになり、生産や加工に対する
様からのお声を気にする・気に留めるこ
幸いです。応援、
宜しくお願い致します。

を知って、ファンになっていただけますと

皆様とともに実践してまいります。

とで現在の白糠町では、すべての一次産業

取り組みが〝おしゃれ〟になります。皆

が新たな可能性にチャレンジしています。
そんなチャレンジングな生産者の方々には、

P5

赤字ローカル 線廃止全
国第1号となった旧国鉄
白糠線。白糠町のふるさ
と納税では使い道（P7）
として「駅舎＆駅前周辺
整備」事業を選ぶことが
できます。

70

感謝の念に堪えません。これからも寄附

ふるさと納税よくあるご質問

50
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私は、ま ちづく りはみんなで取 り 組
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む〝縄跳び〟のようなものだと考えてい

笑顔輝く太陽のまち 白糠町

お
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の
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ふ るさと 納 税 編
ちからみな ぎる、
た い ようの まち 編

白糠町出身。1996年に町長に就任。
町長としての公務のほか、
北海道町村
会長・全国町村会副会長などの役職
に就いている。

P1

棚野 孝夫

白糠町長

まずは改めて、
「ふるさと納税」
って？

確定申告をする

皆様も耳にすることが多くなったであろう
「ふるさと納税」。ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度で、

所得税・住民税で還付・控除

寄 附 金 受 領 証 明 書 を 受 け 取る

ご入金確認後、3週間程度で「 寄附金受領証明書 」
をお届けします。寄附された翌年1 月 1 日
現在でお住まいの管轄の税務署へ確定申告することで税額控除の適用を受けられます。

～2021年分からふるさと納税の確定申告が簡単に！～
国税庁長官が指定した
「特定事業者（ポータルサイト）」
が発行する
「寄附金控除に関する証明書」の添付で
確定申告が可能になります
（寄附先全自治体分の添付は不要）。特定事業者については、本誌ちからみなぎ
る、
たいようのまち編 P22にてご確認ください。

（※3）

手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられるうえに、地域の名産品などがお礼の品として贈られます。
白糠町でも特産品など、
お礼の品をご用意していますので、
ぜひ、ふるさと納税を通じて、白糠町を応援してください。

カンタン！
ふるさと納税推進係
西川

寄附手続きの流れ

なるほど！

ふるさと納税 4つのポイント

切手代不要の申込書
用返信封筒も1枚添
付し
ています

申し込む

このパンフレットに添 付 の 寄 附 申 込 書を郵 送または
FAXでお送りください。または、ふるさと納税インターネッ
トポータルサイトからお申し込みください。

（※1）

使い道を指定できる

税金が控除される

寄附金をどう役立てて
ほしいかを選べます。
税金の中で唯一、
使い道が選べる制度です。

例えば3万円のふるさと納税をした場合、
2千円を超える2万8千円が控除されます
（所得によって上限額が異なります、
詳細は下部をご覧ください）
。

特産品やサービスが
受けられる

生まれ故郷で
なくてもOK

ふるさと納税をして
いただくことで
白糠町からお礼の品を
お贈りします。

寄附先は、特別な関わりが
なくても大丈夫！
ふるさと納税を通じて、
新たな出会いも生まれます。

支払う
確定申告
不要の方

ワンストップ特例申請書を提出する（※2）

寄附を行う年の所得について確定申告をする必要がない方（給与所得者等）
は、1年間の寄附先が
5団体以内の場合、確定申告が不要です。寄附のご入金確認後、3週間程度で「ワンストップ特例
申請書」
をお届けしますので、
お手続きください。

ワンストップ 特 例 申 請 書 を 受 け 取る

住民税で控除
（※3）

お選びいただいた支払方法で、
ご入金をお願いいたしま
す。払込取扱票、銀行振込、
自治体窓口でお支払いの
方は、寄附金受領証明書の発送をもって、入金確認の
ご連絡とさせていただきます。

～ワンストップ特例制度は自治体マイページのオンライン申請が便利！～
自治体マイページのオンライン申請は、
マイナンバーカードがあれば、5団体以内の手続きを一度で
済ますことが可能です。詳しくは右記QRを確認ください。

クレジットカード・
キャッシュレス決済

手数料無料

各ふるさと納税ポータルサイトからお申し込みください。
※サイトによっては、
他の支払い方法がある場合があります。
本誌ちからみなぎる、
たいようのまち編 P22にてご確認ください。

寄 附 の 翌 年６月 以 降 に 、還 付 金
ではな く 、減 額 で 処 理さ れます

払込取扱票（郵便振替）

ふるさと納税推進係
渡邊

添付の寄附申込書を送付後に最寄りの郵便局からお振り込みください。
※郵便振替用紙と切手代不要の返信封筒を添付しています。
ご利用ください。
※寄附される方のお名前でお振り込みをお願いします。

銀行振込

手数料はご負担ください

添付の寄附申込書を送付後に最寄りの金融機関からお振り込みください。
金融機関
口座番号

詳しくは、白糠町のふるさと納税特設サイトへ
ふるさと納税に関するお問い合わせ
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2050-3185-6569

しらぬか ふるさと納 税

01547-2-2205

「お 礼の品 」が届 く

●お礼の品はクロネコヤマトで配送します
（鍛高譚は除く）。
●年末年始はお申し込みが集中するため、お礼の品の発送が遅れる場合がございます。何卒ご了承ください。

（※5）

https://shiranuka-furusato.jp

furusato-tax@town.shiranuka.lg.jp

年金所得者の方も寄附できます
年 金 所 得しかない方でもふるさと納 税は可
能です。 年 金の受 給 額に応じて控 除 額は
変わります。

●年金生活者
（65歳以上夫婦）
の場合一例

※非課税の方は、還付・控除の対象になりません。

（※2）

※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」はご入金確認後、寄附者の氏名
宛に3週間を目安に発送します。発行後の氏名変更はできませんのでご注意ください。 ※2「ワンストップ特例申請書」はご入金確認後、寄
附者の氏名で3週間を目安に発送します。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
「寄附金税額控除に係る申告特例
申請書」
（ワンストップ特例申請書）
をご提出いただくことで、確定申告をしなくても税額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（1自治体への寄附の回数に制限はございません）。 ※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
割額の約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。 ※4「ワンストップ申請内容確
認処理開始のお知らせ」および「受理完了のお知らせ」
は、
メールでご連絡しています。 ※5 お礼の品と各書類は別々にお送りしています。

こちらもCHECK

手数料無料

北海道銀行 白糠支店
（普）
0033574

口座名

白糠町（シラヌカチョウ）

※寄附される方のお名前でお振り込みをお願いします。

白糠町では、
ご寄附いただいた方へ氏名、住所、寄附金額等を予め印刷した
ワンストップ特例申請書を郵送しております。その用紙を使って、ワンストップ
特例制度を利用したい方、また、2022年分の寄附受付にしたいという方は、
下記表の期限を確認のうえ、余裕をもってご入金ください。

クレジットカード・
キャッシュレス

ワンストップ特例申請用紙
郵送受付期限（注１）

2022年分
寄附受付期限

12月31日
（土）23時59分

12月31日
（土）23時59分

払込取扱票
（郵便振替）

12月21日
（水）23時59分

12月31日
（土）23時59分

銀行振込

12月２８日
（水）
14時

12月２８日
（水）
14時

※注1 ワンストップ特例申請用紙郵送受付期限終了後〜2022年分寄附受付期限にご入
金の場合、
ワンストップ特例申請書の提出期日
（2023年1月10日消印有効）に間に合わな
い恐れがあるため、白糠町からの申請書発送を待たずに、
ご自身で申請書をご用意ください。

年金収入

寄附額の目安

150万円
300万円
500万円

0円
27,000円
71,000円

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」で確定申告不要
確定申告を必要としない会社員などの給与所得者は年間の寄附先が5自治体ま
では、確定申告が不要です。寄附後に届くワンストップ特例申請書にてお手続き
ください。

住民税の減額は翌年の6月から1年間
寄附金額の控除は個人住民税で控除されることがほとんどで、還付金ではなく、
減額で処理されます。住民税は該当年度の年収に対して、翌年6月から徴収され
るので、減額もそのタイミングとなります。

●全額控除されるふるさと納税額（年間上限）一例
※出典：総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
より抜粋

独身 or 共働き

300万円

28,000円

19,000円

15,000円

500万円

61,000円

49,000円

44,000円

800万円

129,000円

120,000円

116,000円

※自己負担額の2,000円を除く
※住宅ローン控除等を受けている場合は
上記より減額。ほかにも給与収入や家族
構成などで変わります。

夫婦

共働き子1名
（大学生）

本人の給与収入

詳しくはこちら▶
総務省
ふるさと納税ポータルサイト
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白糠町ふるさと納税の使い道

活用実績

「ふるさと納税」は使い道を自分で指定できる唯一の制度です。

寄附項目

事業数

寄附金活用金額

88事業

9億7363万円

健康で思いやりのある社会づくり事業

5事業

220万円

希望あふれる人づくりのための教育事業

4事業

1196万円

ふるさと
「しらぬか」の
魅力あるまちづくり事業

活力に満ちた産業づくり事業

2事業

3380万円

ふるさと
「しらぬか」の
豊かな自然環境保護のための事業

1事業

570万円

100事業

10億2729万円

合 計

白糠町への「ふるさと納税」でいただく寄附金は、下記9事業にて活用させていただきます。

2020年度までのふるさと納税寄附金は、

是非、内容をご確認いただき、
この事業に、
という皆様の
“想いに重なる”
使い道をお選びください。

2021年度の100事業に10億2729万円を
活用させていただきました。

皆様からいただいた寄附金のうち、経費を除いた4割
程度がまちに残ります。その多くは将来への投資として
各種基金に積み立てさせていただいており、左記の活
用実績が全寄附額に対して少額になっていますが、事
業によっては年次計画により実施するまで時間のかか
るものもあり、将来的にご指定いただいた使い道に応
じて、必ず活用させていただきます。
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●ふるさと「しらぬか」の魅力あるまちづくり事業

小中学校統合事業

健康で思いやりのある
社会づくり事業
住民が力をあわせて助けあい、支えあい、健康でともに生きる地
域づくりを行っています。住民の生活を支援する地域づくりに関
する福祉サービスの充実に使用させていただきます。

ふるさと「しらぬか」の
豊かな自然環境保護の
ための事業
「食と食材のまち」白糠町の豊かな食材を育む森林。この豊か
な森林を次世代にしっかり継承できるよう、森林の育成などの
緑化事業に使用させていただきます。

白糠小学校と白糠中学校を統合し、新たな９年制の義務教育学
校として2022年8月20日に「白糠町立白糠学園」が開校しまし
た。校舎西側に増築した新築棟には、白糠こども園、子育て支援
センター及び子ども発達支援センターが同日に移転開設。建物に
ついては、子どもたちの成長を見守る学び舎として、
トイレ等の水廻
りや暖房設備等の更新のほか、
エレベーターを新設するなどバリア
フリーにも配慮した施設となっています。

ふるさと「しらぬか」の
魅力あるまちづくり事業
●ふるさと「しらぬか」の魅力あるまちづくり事業

子どもから高齢者まで、町民一人ひとりが夢や希望を持ち、生
涯輝いて暮らせるまちづくりを目指します。個性豊かで活力と魅
力あるまちづくり事業に使用させていただきます。

選 べる使 途

旧国鉄白糠線に思いを馳せ
「駅舎＆駅前周辺整備」事業
本町の玄関口であるJR白糠駅を中心とした整備に関する事業
に使用させていただきます。1983年に赤字ローカル線廃止全
国第1号となった「国鉄白糠線」
を懐かしむとともに、交流人口の
増加と街中の賑わいを創造し、全国へ白糠町の元気を発信して
いきます。

「太陽の手」
子育て支援事業
「まちは子や孫への贈り物」、今いる子どもたちやこれから生まれ
てくる子どもたちの笑顔のために、子どもたちの成長と、出産・医
療へのサポート事業に使用させていただきます。

ファミリーサポートセンター事業
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地域における住民同士の育児援助活動を推進し、子育てに必要な
サービスを充実させ、安心して子どもを産み育てられる環境を整備する
とともに、若い世代の人口減少の抑制及び移住・定着の促進を図っ
ています。
「子どもの預かり援助を必要とするかた(依頼会員)」
と
「子ど
もの預かり援助を行っていただけるかた(提供会員)」
を会員として子
育てを支えあう事業です。

●希望あふれる人づくりのための教育事業

放課後学習サポート事業
2019年度の２学期から町内小学校において実施しております。学校に配置される講師が
放課後にタブレット端末等を用いた個に応じた学習を行い、子どもたちの力を伸ばしていくと
いう取り組みです。早い段階からプリント学習のほか、
タブレット端末で
「速読」
という教材を
使用した学習に取り組むことで、子どもたちが楽しみながら力を伸ばしていき、主体性や自主
性を身に付けていくねらいがあります。

8

ふるさと「しらぬか」をロケ地とする

活力に満ちた

映画制作支援事業

産業づくり事業

白糠町をロケ地とする
「アイヌ民族をテーマにした映画制作」へ
の支援に使用させていただきます。まち全体をイオル
（伝統的生
活空間）
として、
ウレシパ
（互いに育む）
の意識で先住者アイヌと
築いてきた白糠町の魅力を映画作品とともに世界へ発信して
いきます。

白糠町におまかせ
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ご指定がない場合は、
「 町民の健康づくり」や「教育」、
「 一次産業
の再興と振興」など本町が優先する事業に使用させていただき
ます。

第一次産業である農林水産業の更なる振興を図るため、新たな
展開と整備充実を行います。本町の特徴を活かし、農業、林業、
水産業、商・工業の各産業の振興に使用させていただきます。

希望あふれる人づくりのための
教育事業
1997年度から
「ふるさと教育」
を立ち上げ、学校教育・社会教
育の両面から取り組んでいます。ふるさとに心を寄せ、世界には
ばたく
「グローカル」な人材を育む教育を行っています。より良い
環境で子どもたちが勉学に励むことができるよう、教育事業に
使用させていただきます。
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●健康で思いやりのある社会づくり事業

●ふるさと「しらぬか」の魅力あるまちづくり事業

妊産婦安心出産事業

地域おこし協力隊、活性化支援員活動経費

分娩可能な産科医療機関までの距離が遠く、妊産婦の心身両面の負担
や経済的負担が大きいことから、健康診査や出産にかかる経費について
支援することにより、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進し
ています。
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未来を担う子や孫への「情操教育」
を実施しています。中でも美しいもの
や事を素直に感じ入れ、
それを素直に表現できる心の育成「美的情操
教育」に力を入れています。
ピアノ奏者・声楽家等を招き、町内の学校に
おける音楽の授業の実施や学芸会・文化祭・儀式的行事の音楽指導、
学校外では、
まちのイベントでの演奏披露や個人的に指導を受けたい子
どもたちへの指導などを実施しました。
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「子どもの笑顔を輝かせる」

活用実績
レポート

白糠町土俵プロジェクト

●ふるさと「しらぬか」の豊かな自然環境保護のための事業

Supported by ふるなび

白糠海域海洋調査事業
白糠町は、近年続く水揚げ量減少や、赤潮被害などを受けて、町として本
格的な調査が必要だと考え、白糠海域の海水のモニタリング調査を継続
的に実施することといたしました。調査結果は、白糠漁協と適宜共有し、
白糠海域の適正な資源管理や新たな増養殖事業などの検討・取組に加
え、赤潮発生の予察など、漁業被害の防止等にも寄与できるデータがあ
れば利活用します。白糠町の海洋資源という貴重な財産を、望ましい形で
次代を担う子や孫へしっかりと引き継いで参ります。

●健康で思いやりのある社会づくり事業
2022年7月

生き活きしらぬかふれあい交流事業

31

日、
ふるさと納 税

代 横 綱の貴

65

ポータルサイト「ふるなび」のメインキャ

乃花光司さんをお招きし「 土俵プロジェ

ラクターを 務めている第

クト」を、
ふるさと納税のクラウドファン

2019年6月～ 月にクラウドファン

ディングを活 用して実 施いたしました。

ディングを行い、当初2020年6月に

「 土 俵プロジェクト」を実 施する予 定で

ため延期。この度念願叶っての実施と相

したが、新 型コロナウイルス感 染 拡 大の

本プロジェクトは貴乃花さんの理念と

成りました。

「 子 育て 応 援 日 本一のまち 」として 、さ

体 験 活 動が
人づくりの原 点

クラウドファンディン

まざまな 子 育て支 援 を 行っている本 町

した。貴 乃 花 さんは現 在 、相 撲 道 を 通

3 0 0 0 万円を 大 幅

グでは目 標 額で あった

の理 念が一致したことで実 現に至りま

育 成に取り 組 まれております 。当 日は

5500 円が集まり、

に 超 える 7 1 9 3 万

余 剰 分 は 本 町 のス

支 援 に 活 用 させてい

ポーツ 振 興 や 子 育 て

じて、礼節や食文化など、子どもたちの

町 内の子どもたちをはじめ、約 3 5 0

人が来場しました。

子どもと一緒に楽しみながら
学ぶイベントを実施

白 糠 町 では 体 験 活 動 が人づくりの

ただきました。

原 点 と 考 え 、赤 ちゃんの頃から 本に親

「雲竜型」
の土俵入りを披露していた

しんで も ら う「 白 糠 ふる さ と ブックス

だいたり、「四股 踏み体 験 」や「 相 撲 ○×

さん監 修の「 塩ちゃんこ」がふるまわれ、

クイズ」などのイベント、最後は、貴乃花

と 好 きになって も ら う ための「 白 糠 ふ

タート」事 業 、小 学 生にふるさとをもっ

徒には第三の学 び場 として 、多 様 な 講

る さ と 未 来 塾 」、道 立 白 糠 高 校 の 生

座に参 加ができる 公 営 塾「 久 遠 塾 」な

な取り組みを行っております。
「 土 俵プ

ど 、本 物 との触 れ合いの場 を 作 る 様々

ど も たちの 教 育 の一環 と なりました 。

ロジェクト」は、未 来の白 糠 町を担う 子

上 げます。

ご協 力いただきました皆 様に感 謝 申し
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貴 乃 花さんから来 場 者一人一人に手 渡

されました。
「白糠町は自然が豊かで、再生可能エネル
ギーの取り組みも先進的に行われており、
とても将 来 性を感じました。また、白糠 の
子どもたちは、みんな足腰が強くて驚きまし
た。日ごろから自然の中で、伸び伸びと過ご
しているから強いのかもしれませんね」

12

05

06

高齢者の生きがいづくりやふれあい、相互交流を推進するため、笑顔で楽しい時
間を提供する演芸会等を実施し、高齢者福祉の増進と社会活動の促進を図り
ました。2021年12月17日に「しらぬかお笑い演芸会」
を町社会福祉センターで
実施。65歳以上の町民220人に浅草フランス座演芸場「東洋館」の出演者３
人と２組による曲芸や漫談などを楽しんでいただきました。

●ふるさと「しらぬか」の魅力あるまちづくり事業

07

不妊治療費助成事業
ご夫婦の精神的・経済的負担を軽減するため、特定不妊治療費（体外受精、顕
微授精、男性不妊治療など）、一般不妊治療費（人工授精）
にかかる自己負担分
の全額助成に加え、道内の医療機関での治療にかかる交通費の一部助成を行
い、町民の妊娠・出産についての希望がかなえられるよう支援しています。2016
年度の事業開始から累計で14名の方々がご懐妊され、出生数の増加につながっ
ています。
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白糠町であたたかい〈手〉が
差し延べられているワケ

“まちづくりはひとづくり”
白糠町の“縄跳び”に、
参加してほしい

町内に大小 を超える太 陽 光 発 電 施 設 が 立 地

し、全国屈指の長さを誇る日照時間を活かして

「再生可能エネルギー」を創出。 この税収入を

財源とし、太陽の恵みによって本施策が実現し

ていることから「
“太陽の手”子育て支援」とネー

ミングしています。
“まちづくりはひとづくり”
。

子どものうちは子育てと教 育 は 一 体 で あ る と 考

えています。2022年8月に白糠学園が開校

しましたが、小中一貫教育で９年間、しっかり

歳までの医療費や保育料、認定こど

と子どもたちをまちが支え て い く 体 制 を 整 え て

います。

も園、保育園、小・中学校、義務教育学校・道

立白糠高校の給食費の無料 化 な ど の 先 進 的 な 経

済支援をはじめ、校内に学習塾を設置し、勉学

に打ち込める環境を整備したり、町技であるバ

ドミントンに関しては、インドネシアからコー

チ を 招 き、 競 技 人 口 の 増 加 や レ ベ ル ア ッ プ を

また白糠町では、農林水産業、すべての一次

図ったりと様々な支援を実施しています。

産業が新たな可能性へのチ ャ レ ン ジ を 行 っ て い

ます。私は、まちづくりはみんなでやる縄跳び

だと思っており、ここ白糠町の大地・気候風土・

資源を利活用して、ともにチャレンジしていた

だける方には、是非私達の縄跳びに参加してい

ただきたいと思っています。白糠町を体験でき

る「ちょっと暮らし」という取り組みもありま

すので、実際に白糠町を見て、この土地で何が

できるかを体験したうえで、移住をご検討くだ

さい。
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80

「 太 陽 の 手」って？
白糠町中心街の西、太平洋と白糠の市街地を望むことができる
「坂の丘公苑墓地」にある高さ12.8mの塔。白糠開基80年を迎
えた1964年に、開拓に尽くした功労者や白糠町の振興に尽力
した功労者に感謝するとともに希望や夢、幸福をつかむという
願いを込めて建立が計画され、1966年に完成しました。手が
けたのは札幌出身で、具象彫刻家の本郷新氏。先人の崇高な精
神を表現し、手の中央には大きな穴があいて、手のひらに太陽
が入り、光り輝くイメージにしたと伝えられています。

支援
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太陽のまち助成金

最大助成

250万円
白糠町内の業者により、住宅を新築
（取得）する方や太陽光発電システム
を設置する方、取得する住宅に地域
材を利用する方を対象に、合計で最
大250万円を助成。
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新築用地に
町有地を無償提供

100坪

無償提供
移住・定住を希望される方が容易に
住宅を建築できるよう、町有地（100
坪程度）を無償提供。
提供地の情報はホーム
ページにてご確認くだ
さい。

ちょっと暮らし
白糠町では本町への移住・定住をご検討さ
れている方を対象に、
「ちょっと暮らし物件」
をご用意しています。家具・
家電製品・生活備品を備えて
おり、使用期間 1 週間からお
気軽に「白糠暮らし」を体験す
ることができます。
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支援

❶ 子育て

OD

1 8 歳までの
化
医 療 費 の 無 料 院 費・

!3

新築住宅の
固定資産税を減額
減額対象に相当する
固定資産税額の

出産 祝い金の
支給

1/2

を減額

費（ 入
用される医 療
保 険 診 療が 適
無料
額
全
が
）
通 院 費を含む

5万円 分のシラトピア 商品 券（白
糠町 内40 店舗 以上 の加 盟店で

白糠町内に住宅を新築（取得）された
方を対象に固定資産税を一定期間
減額。

給食 費の
無料 化

使用できる商品 券）
を贈 呈

すべての 子どもの 小学校・中学校・

白糠町空き家バンク
「白糠町空き家バンク」とは、登録された空き家や空き店
舗、空き地などの物件情報を、ウェブサイトを通じて物
件を探している人に提供するものです。も
ちろん、移住・定住を希望される方に対し
ても物件のマッチングを行っております。
詳しくは、白糠町商工会
（ TEL 01547-22345）
へお問い合わせください。

保 育 料の
無料化

すべての 子どもの
認 定こども園・
保育園の保育料
が 無 料（ 副 食
給 食 費を含む）

新 入 学 児 童・生 徒
入 学 支 援 金の支 給

義務教育 学校・白糠高校 の給食費
が無料

、中学 校入 学時 3万 円
小学 校入 学時 2万 円分
糠町 内4 0店 舗以 上
分のシラトピア商 品券（白
を贈 呈
商品 券）
の加 盟店で使 用できる

移 住・定 住 支 援 について、

子 育て支 援 について、

もっと詳しく知りたい 方 は

もっと詳しく知りたい 方 は

11

2月
2022年

202 1年

快挙！
「楽天ショップ・オブ・ザ・イ
ヤー2021」にて「ふるさと納 税
賞」を3年連続受賞。

1月

4月

1月 「 楽 天ショップ・オブ・ザ・イヤー

2020」にて「ふるさと納税賞」を
2年連続受賞。

ふるなび「ふるさと
納税自治体AWARD
2019」で、
「地域貢献
部門」を受賞。

2018年
9月

1１月 「北海道海鮮紀行いくら
（醤油味）
」
（「 ふるさと納 税 編 」P 2 5 ）が 第 1 回

1１月

E S S Eふるさとグランプリ2 0 1 9
「総合グランプリ」受賞。

「 E S S E ふるさとグランプリ」とは、女 性 誌
『 ESSE 』のインフルエンサー組織・ESSEプ
ラチナサポーター20名をお招きし、全国12の
自治体のふるさと納税お礼の品の試食と各自
治体によるプレゼンテーションを行い、
おいしさ
はもちろん、生産者のこだわり、寄附金の使い
道、
自治体の魅力などを総合的に評価すると
いうもので、初代総合グランプリの栄冠を手に
しました！

9月 「えぞ鹿肉セット」
（「ふるさと納税

楽天グループ株式会社創業25
周年記念レセプションに招待さ
れました。

4月

2月

編」P41）が第2回ESSEふるさと
グランプリ2020「東ブロック金賞」
「味が自慢の返礼品部門金賞」
受賞。

白糠町のふるさと納税
管理システムとコール
センターの運 営をして
いるシフトプラス株 式
会社がスポンサーの、
「ひがし北海道クレインズ」のイベントで白糠
町のPRを実施。

10月

ふるなび「ふるさと
納税自治体AWARD
2020」で、
「創意工夫
部門」を受賞。

楽天ふるさと納税高
評 価レビュートップ
50にお礼の品10品
が入りました。

累計寄附件数100万件突破。
2019年6月に開始したクラウドファン
ディング「土俵プロジェクト」を実施。
第６５代横綱貴乃花さんを白糠町に 12月
累計寄附件数200万件突破。
お招きし相撲イベントを開催。
※土俵プロジェクトについては「ふるさと納税編」
2021年度ふるさと納税実績金額
P10にて、
ご確認ください。
4月

7月

4

白糠町にふるさと納税できる
ポータルサイトは、2015年の1サイトから、

24サイトまで拡大！
9,736,640

※詳細は「ちからみなぎる、
たいようのまち編」P９を
ご確認ください。

658,624

ふるラボイベント出展。

9月

10月 ふるなびイベント出展。

BEAMS JAPANとのコラボイベ
ントを開催。

11月

※詳細は
「ふるさと納税編」P26をご確認ください。

1,940

11

1,380 2,420

7

16

12,195
11

S TA R T !

4,330
13

3,965
13

2,055 159,034 817,553
41,683
15
6,953

2月

14

さとふるイベントで関西へ初出展。

さと納税額はなんと前年比7,000％超えの約

出展。
ししゃもの試食を提供。

1月

12,521,863

楽天市場におい
て、その年の優
れた店舗を決め
る「楽天ショップ・
オブ・ザ・イヤー2019」で、北海道
の自治体として初めて「ふるさと
納税賞」を受賞。

「楽天ふるさと納税」に出店する約900の自
治体から、年間の寄附額や寄附件数、成長
率、ユーザー対応などが総合的に評価され、3
自治体のうちの1つとして白糠町が選出されま
した。

827,301

2月

12月

2月

（同年6月・7月・10月・11月・12月も受賞）
楽天市場に出店している約5万店舗から、毎
月ユーザーから高い評価を得た上位1%の店
舗に与えられる賞です。ふるさと納税（自治体）
が入ること自体が稀と言われています。

前年に続き、
「白糠町ふるさと納
税感謝祭2020」を開催。

TBSドラマ「グランメゾン東京」で、ふるさと納
税お礼の品の株式会社馬木葉の鹿肉（「ふ
るさと納税編」P41）
が使われたことから、
ドラ
マに出演していた冨永愛さんをゲストにお迎え
し、
ご寄附をいただいた皆様に感謝と移住・子
育て施策を伝えました。

楽天市場月間優良ショップ
初受賞。

6月

子どもの笑 顔 輝くまちづくりの
ためクラウドファンディング「土俵
プロジェクト」を開始。
目標額の
230%を超えるご支援が集まりま
した。

10月

ESSEファンPARTYにて
いくら丼の試食を初展開。

186,036

96,061

1.6億円！「驚くとともに皆様の気持ちが本当
に嬉しかった」
と町長は語ります。

2016年
寄附者の方への感謝を込めて、 9月
累計寄附件数1万件 突破。
「ご寄附いただいただけで終わ
り」ではない、継続的な繋がりを 2017年
もつために、
「白糠町ふるさと納
4月 累計寄附件数5万件 突破。
税感謝祭2019」を開催。
※白糠町ふるさと納税感謝祭については「ちからみ
9月 待つふるさと納税から
なぎる、
たいようのまち編」P1１をご確認ください。
「顔の見えるふるさと納税」へ。

3,213,510
1,855,610

などの制度改正が行われました。
この年のふる

10月 ふるさとチョイス大感謝祭に初

さとふるイベントへ出展。
11月

金額（千円）

累計寄附件数20万件 突破。

460,533

ふるさとチョイス大感謝祭出展。

税を開始。

このころワンストップ特例制度や控除額倍増

2019年

6,733,389

北海道産生いくらなどとBEAMS JAPANオリ
ジナルデザインの食器がセットになったオリジ
ナル返礼品が数量限定で登場しました。

10月 「ふるさとチョイス」でふるさと納

ふるさとチョイス大感謝祭出展。

2020年

2022年には

菅前首相より
「地域の中でふるさと納税が生
かされている。私自身、総務大臣の時に
（制度
を）作って本当に良かったなと思っている」
との
お言葉をいただきました。

2015年

現在大人気の
いくらは
当時はなかった！

ふるさとチョイス大感謝祭出展。
累計寄附件数50万件 突破。

累計寄附件数10万件 突破。

白糠町ふるさと納税

ご寄附者様の利便性向上のため、

当時の白糠町にお礼の品
はありませんでした。

「 遠 く 離 れたふるさと 、学 生 時 代 までお世 話になった 出 身 地に恩 返 しがしたい」とい
う 気 持 ちから 生 ま れ た 制 度〝 ふる さ と 納 税 〟。始 まり は２００８ 年 のこ と で した 。
２０２１年 、ふるさと 納 税 実 績 金 額において 、全 国４位 、北 海 道３位 、全 国の町 村では
１位 となった白 糠 町のこれまでを 振り返ります 。

菅前首相、小泉元環境相、鈴木
知事らがふるさと納税、脱炭素
視察で来町。

8月

総務書通知により寄附額の見直しを行いま
した。

ふるさと納税制度スタート。

プ レ イ バッ ク

3

北海道 位＆全国 位
寄附件数 82 万件 寄附金額 125 億円

北海道胆振東部地震へ
災害支援代理寄附を実施。
1,539件42,586千円を
鵡川町・厚真町・安平町へ。

2008年

件数（件）

13

北海道
の
自治体
では

唯一！
！

3

「楽天ショップ・オブ・ザ・イ ヤー」

2021

楽天市場で白糠町が受賞した各賞を

徹 底 解 説！
（通称：SOY）
「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」
とは？

田中 恵さん

白糠町が「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」を
3年連続受賞したポイントは？
魅力的なお礼の品を数多くお持ちですが、
そこには生産者様、事業者様がいらっしゃい
ますので、小まめに生産者様、事業者様と情報共有し、一丸となって
『寄附者様に喜ば
れる対応を』
と常に改善し続けられている姿こそ、
自治体様の鏡だなと感銘を受けますし、
ご受賞の根本的な要因にもなっているのではないでしょうか。

白糠町と今後一緒に取り組みたいこと、
今後期待することは？
沢山ございますが、今年、
クラウドファンディングを実施いただきました、北海道の海を守
るための海洋調査プロジェクトをベースとした発展的な取り組みを楽しみにしております。

16

間のベストショップが選ばれる楽天市場の表彰制度。55,000
ショップ以上の中から最も秀でたショップに授与されます。

「月間優良ショップ」
とは？
「月間優良ショップ」
は、
ユーザーから高い評価を得た上位1％の
店舗を表彰する賞。選定対象期間は表彰月の前月1日～末日
までの1ヵ月間。
ショップレビューの平均評価・件数、
店舗チェック
シートの「店舗都合キャンセルの少なさ」
「低商品レビューの少な
さ」
「ユーザクレームの少なさ」
などから、
ジャンル傾向などを加味
して選出されます。

11

10

12

50

賞 」を2 年 連 続で受 賞 。さら
に、「 楽天ショップ・オブ・ザ・イ
ヤー2021」
にて「ふるさと
納 税 賞 」を 3 年 連 続で 受 賞
する快挙を達成しました。ま
た 、２０２２ 年 2 月 度 には 、
「 楽 天 ショップ・オ ブ・ザ・マン

全国の自治体様から毎年3自治体様しかご受賞いただけない特別な賞ですので、一度
でもご受賞されただけでも素晴らしいことで、3年連続というのはまさに大快挙です。

の年の売上、売上の成長率、注文件数、
お客様対応などから年

10

ス ふるさと 納 税 賞 」も 獲 得
しています。これもひとえに、
楽天市場を通じ、
ふるさと納
税で 白 糠 町 を 応 援してくだ
さる皆 様のおかげです。皆 様
の期 待にお応えできるよう 、
引 き 続 き 精 進して 参ります
ので 、白 糠 町への 応 援 、宜 し
くお願い致します。

白糠町が「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」を
3年連続受賞したことについて

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」
とは、
ユーザーによる投票数、
そ

2019

（通称：SOM）
「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」
とは？
「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」
は、
売上、
売上の成長率、
注文件
数、
お客様対応などから選出した月間ベストショップを表彰する

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー
「ふるさと納税賞」３年連続受賞の快挙

●実際の白糠町の楽天ページ

2020

白 糠 町は、2 0 1 9 年 4 月
に 楽 天 市 場 月 間 優 良 ショップ
を 初 受 賞し、同 年では6 月・7
月・ 月・ 月・ 月にも 受 賞 。
「 楽 天 ショップ・オブ・ザ・イヤー
2 0 1 9 」で 、１５００を 超 え
る自 治 体から３つしか選ばれな
い「ふるさと 納 税 賞 」を 北 海 道
の自 治 体 として 初 めて 受 賞し
ました 。その後 、楽 天ふるさと
納 税 高 評 価レビュートップ に
お 礼 の 品 が 品 入 る な ど 、楽
天 市 場でのユーザーに対する取
り組みを 評 価いただきながら 、
「 楽 天 ショップ・オブ・ザ・イヤー
2 0 2 0 」にて「ふるさと 納 税

担当者が見た
白糠町のイイところ

年連続受賞!!!

賞。選定対象期間は毎月1日～末日までの1ヵ月間。
「ジャンル賞」
「都道府県賞」
「新人賞」
「ふるさと納税賞」
があり、同月内の重
複受賞および6ヵ月以内の複数回受賞は不可となっています。

楽天ショップ・オブ・
ザ・イヤー２０２１
受賞時の様子
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さん

さん

カーポート・シラヌカ

高橋 清美

さん

さ印さんりく

阿部 久

白糠印刷
（栄三郎商店）

さん

佐々木 啓行

白糠郵便局

藏本 博幸

さん

手をつなぐ育成会

春日 智美

さん

藤山水産加工

折出 征清

さん

マルダイ大森水産

大森 照子

さん

木村漁業部

木村 太朗

紫香舎

平賀 勝人

さん

さん

さん

さん

白糠漁業協同組合

芦田 廣康

白糠酪恵舎

さん

井ノ口 和良

東和食品

東 良明

さん

French Delicatessen
HIRATA

平田 知之

マルツボ

さん

大坪 洋一 さん

龍宝丸水産

田森 栄輝

釧路丸水

幸田 直樹

ジビエ

廣田 明夫

さん

さん

さん

さん

白糠精肉加工場

岡本 道暁

高橋農園

高橋 光二

さん

とみやストア

吉松 俊幸

さん

北海道えぞ鹿ファクトリー

呉奇

さん

もち処一久大福堂

鈴木 武瑠

さん

レストランはまなす

谷口 修

工房悠
さん

さん

さん

さん

さん

North Berry Land

成澤 寛和

さん

さん

もりもりふぁ〜む

野田 憲政

ホテルまつや

横田 宜伯

武藤 浩史

茶路めん羊牧場

小松 加恵

白糠町振興公社

松田 秀夫

（レストランむ〜んらいと）

松花

石井 札造

* 座卓は、一点ものにつき
本パンフレットには掲載し
ておりません。ご希望の際
は Webサイトまたはお電話
にて。

さん

レストランマノワ

中村 豪志

広洋水産

工藤 啓介
さん

さん

白糠アイヌ協会

磯部 恵津子

さん

白糠フィッシングクラブ

）
PATTERN PLANNING
さん

Tailor

井嶋 慎

（

伊藤 美玖

羊まるごと研究所
さん

さん

酒井 伸吾

馬木葉

松野 穣

さん

山内水産 （やまかん）

山内 敏和
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老麺やはた

矢幡 幸徳

次ページから、
たくさんのお礼の品を
ご紹介します！

P25 などに掲載
P51 などに掲載
P52 などに掲載
P40 などに掲載
P46 などに掲載
P41 などに掲載
P51 などに掲載

P49 などに掲載
P50 などに掲載
P46 などに掲載
P50 などに掲載
P50 などに掲載
P49 などに掲載
P44 などに掲載

P36 などに掲載
P41 などに掲載
P49 などに掲載
P49 などに掲載
P46 などに掲載
P45 などに掲載
P50 などに掲載
P50 などに掲載

P32 などに掲載
P47 などに掲載
P28 などに掲載
P40 などに掲載
P31 などに掲載
P40 などに掲載
P35 などに掲載
P33 などに掲載

P50 などに掲載
P39 などに掲載
P39 などに掲載
P52 などに掲載
P40 などに掲載
P39 などに掲載
P34 などに掲載
P49 などに掲載

チ ャ レ ン ジ ン グ な 生 産 者 た ち
誇 る べ き、
白糠町ふるさと納税お礼の品を支える“おしゃれ”な生産者の皆様を紹介します。

年4回

北海道海鮮紀行 いくら（醤油味）
割安な定期便 ※北海道産

年4回

〈0524〉冷凍
エンペラーサーモン
年4回 計
【4kg】※ノルウェー産

〈0781〉冷凍
年4回 計
【1.6kg】

52,000 円以上

111,000 円以上

400g
（200g×2パック）
×4回
（1月・4月・7月・10月）

たらこ
【1kg】定期便

年4回

〈0782〉冷凍
年4回 計
【3.2kg】

56,000 円以上

1kg×4回
製造日より冷凍で1年

800g
（200g×4パック）
×4回
（2月・5月・8月・11月）

製造日より冷凍で2年

製造日より冷凍で2年

〈0335〉冷凍
年4回 計
【2kg】

〈0783〉冷凍
年6回 計
【4.8kg】

〈0635〉冷凍
たらこ 年4回 計
【4kg】

【お届けについて】

寄附金のご入金確認の翌月以降のお届けとなります。具体的には、下記の4パターンです。

●年6回

800g（ 200g×4パック）
×2個×6回
（2月・4月・6月・8月・10月・12月）
※1回に2個ずつ、計12個お届けします
製造日より冷凍で2年

〈0395〉冷凍
年6回 計
【6kg】

217,000 円以上

寄附金ご入金月

初回お届け月

寄附金ご入金月

初回お届け月

11月～12月中

1月

12月～1月中

2月

1月～2月中

3月

2月～3月中

4月
6月

寄附金ご入金月

初回お届け月

10月～12月中

1月

11月～1月中

2月

3月～4月中

5月

4月～5月中

1月～3月中

4月

2月～4月中

5月

5月～6月中

7月

6月～7月中

8月

4月～6月中

7月

5月～7月中

8月

7月～8月中

9月

8月～9月中

10月

7月～9月中

10月

8月～10月中

11月

9月～10月中

11月

10月～11月中

12月

［ 事 業 者 ］0524 /東和食品
（株） その他すべて/広洋水産（株）

シェフのこだわりプリンセット

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

1月

2月
3月
4月
5月

スカモルツァ
〔ソフトタイプ〕85g・
トーマ・シラヌカ
〔セミハードタイプ〕100g
ロビオーラ
〔ウォッシュタイプ〕100g

さやあかね（じゃがいも）

賞味期限

3種×各1個

製造日より冷蔵で７日
商品到着後3日以内

3種×各1個

スカモルツァ：製造日より冷蔵で20日
トーマ・シラヌカ：製造日より冷蔵で60日
ロビオーラ：製造日より冷蔵で25日

一夜干し本ししゃも

5kg

ー

20尾
（オスメス各5尾×2）

製造日より冷凍で60日

鮭とばクイーン

8切れ
（４切れ×2袋）

製造日より冷凍で1年

80g
（40g×2袋）

製造日より常温で3ヶ月

700g

製造日より冷凍で60日

秋鮭切身

味付豚肉（ぶたじん）
うす切り北海だこ

白糠煮つぶ とれたてくん

エンペラーサーモン《天日塩締め》
※ノルウェー産

一夜干し開きほっけ

170g×3個

製造日より冷凍で１年

1kg
（500g×2個）

製造日より冷凍で１年

1kg
（4ブロック程度）

製造日より冷凍で１年

発送種別

冷凍

冷凍

製造日より冷凍で60日

1kg

製造日より冷凍で１年

冷凍

8月

さけトロ旨味サーモンすき身丼

40g×20パック
（添付たれ：10g×20パック）

製造日より冷凍で90日

冷凍

10月

この豚丼 ごちそう便セット

750g
（250g×3）

製造日より冷凍で2年

冷凍

2人前

製造日より冷凍で90日

冷凍
冷凍

11月 「レストランはまなす」の洋食ソースセット
12月

北海道海鮮紀行いくら
（醤油味）
しらぬか産 CAS冷凍毛ガニ

3個

出荷日より冷凍で90日

500ｇ
（250g×2個）

製造日より冷凍で２年半

550g以上

出荷日より冷凍で30日

3月

9月

4月

10月

時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

製造日より冷凍で2年半

冷凍

5月

11 月

6月

12月

冷凍

［事業者（
］有）
はまなす、
（株）
もりもりふぁ～む、
（株）
白糠酪恵舎、東和食品（株）、
（有）
とみやストア、
（有）
マルツボ、
（株）藤山水産加工、
白糠漁業協同組合、
広洋水産（株）、
（有）松花 、龍宝丸水産
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ススメ

一度にたくさん届いてしまい「冷蔵庫や冷
凍庫に入りきらない」といった心配がなく

肉や魚など生鮮食品は鮮度の良い状態で適
度な量が送られてくる

ボリュームディスカウントが効き単発のお届け
よりも割安（総務省規定による返礼率 3 割
は順守しています）

冷凍

製造日より冷凍で90日

オホーツク産お刺身用ホタテ

8月

冷凍

2枚

9月

2月
常温

900g

たらこ ※アメリカ産

7月

冷蔵

鳥じん
（味付鶏焼肉）※ブラジル産

7月

1月

1kg
（250g×4パック）
×2個×6回
（2月・4月・6月・8月・10月・12月）
※1回に2個ずつ、計12個お届けします

〈0785〉冷凍 冷蔵 常温
白糠なまらスペシャル
定期便
［年12回お届け］

199,000 円以上

ご入金の翌々月から連続した
12ヶ月間お届け
（例：1月入金→3月から連続
して12ヶ月間お届け）

食の宝庫・白糠を存分に味わっ
ていただける特別セット。人気
のお礼の品を一番美味しい時期
に 年 回 、 お 届 け し ま す 。 毎月
お届けするので、冷凍庫がいっ
ぱいになる心配がありません 。

6月

白糠酪恵舎チーズセット

内容量

440,000 円以上

白糠
なまら
スペシャル
定期便

初回お届け月

品名

定 期 便の

〈0394〉冷凍
年6回 計
【12kg】

500g
（250g×2パック）
×2個×6回
（1月・3月・5月・7月・9月・11月）
※1回に2個ずつ、計12個お届けします
製造日より冷凍で2年半

寄附金ご入金月

月

いいことたくさん、あるんです

年6回

328,000 円以上

製造日より冷凍で2年

製造日より冷凍で2年半

た くさんの 方にご 好 評いただいて
いる
「いくら」、「エンペラーサーモン」
「たらこ 」
に、定 期 便をご 用 意しま

1kg×4回
（1月・4月・7月・10月）
製造日より冷凍で1年

1kg
（250g×4パック）
×4回
（2月・5月・8月・11月）

した！ 恋しくなった 時にお 届けで
き るよ う 、各 回 数・容 量 を ご 用 意
してお ります。

400g（200g×2パック）
×2個×6回
（1月・3月・5月・7月・9月・11月）
※1回に2個ずつ、計12個お届けします

145,000 円以上

500g
（250g×2パック）
×4回
（1月・4月・7月・10月）
製造日より冷凍で2年半

〈0784〉冷凍
年6回 計
【9.6kg】

165,000 円以上

48,000 円以上

〈0329〉冷凍
年4回 計
【4kg】

73,000 円以上

年6回

年4回

●年4回

いくら醤油漬（鮭卵）
割安な定期便 ※ロシア産

定期便

エンペラーサーモン【1kg】定期便

12

通常のお礼の品と違い、定期便なら複数の
自治体へ分けて寄附することなく、１つの自治
体への寄附で、一定期間に複数回のお礼の
品を受け取ることができる

なにより届く楽しみが長く続く
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5月・7月・9月

3月・4月

7月・9月・11月

7月・8月

11月・1月・3月

5月・6月

9月・11月・1月

9月・10月

1月・3月・5月

11月・12月

3月・5月・7月

お届けは奇数月のみとなりますので、
ご了承ください。

※写真はイメージです。
お礼の品詳細は下記表にて確認ください。

月

1月
・
7月
3月
・
9月

5月
・
11月

たらこ ※アメリカ産

品名

内容量

賞味期限

250g×1個

製造日より冷凍で１年

エンペラーサーモン ※ノルウェー産

4切れ

製造日より冷凍で90日

オホーツク産お刺身用ホタテ

2ブロック
（500g）

製造日より冷凍で１年

750g
（250g×3）

製造日より冷凍で2年

白糠煮つぶとれたてくん

170g×1個

製造日より冷凍で１年

500ｇ×1

製造日より冷凍で１年

200ｇ×1

製造日より冷凍で60日

2枚

製造日より冷凍で90日

秋鮭切身

うす切り北海だこ
醤油いくら

一夜干し開きほっけ

発送種別
冷凍

冷凍

冷凍

内容量

賞味期限

500ｇ

製造日より冷凍で１年

えぞ鹿ロース肉 / えぞ鹿ステーキ

2枚

製造日より冷凍で60日

200g×1 / 300g×1

製造日より冷凍で180日

スカモルツァ
（チーズ）

4本×2

製造日よ冷蔵で60日

1個

製造日より冷蔵で20日

1個

製造日より冷蔵で60日

2本
（青1本、赤1本）

製造日より180日

たこカレー（レトルト）

220g×2個

製造日より１年

うす切り北海だこ

250g

製造日より冷凍で１年

この豚丼ごちそう便セット

170g

製造日より冷凍で１年

２人前

製造日より冷凍で90日

モッツァレッラ
（チーズ）

10個

産卵から２週間

1個

製造日より冷蔵で8日

1個

製造日より冷蔵で25日

究極のもりもり納豆

3種×各1個

製造日より冷蔵で７日/商品到着後3日以内

3種類×各1パック

冷凍保存：2ヶ月/冷蔵保存：2週間

鮭とばクイーン

各250g

製造日より冷凍で１年

40g×2袋

製造日より常温で3ヶ月

一夜干し本ししゃも

250g

製造日より冷凍で２年半

20尾(オスメス各5尾×2）

製造日より冷凍で60日

一夜干し柳かれい

750g
（250g×3）

製造日より冷凍で2年

1袋
（2枚入り）

製造日より冷凍で60日

白糠煮つぶ とれたてくん
一夜干し開きほっけ
一夜干しこまい

2月
・
8月

トーマ・シラヌカ
（チーズ）

3月
・
9月

エンペラーサーモン《天日塩締め》※ノルウェー産

4月
・
10月
5月
・
11月
6月
・
12月

鍛高ラムネ
（青・赤）

たかはしさんの新鮮たまご
ロビオーラ
（チーズ）

シェフのこだわりプリンセット（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）
たらこ/ 辛子明太子セット
北海道海鮮紀行いくら
（醤油味）
オホーツク産お刺身用ホタテ

発送種別

時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

4月・6月・8月

3月・4月

8月・10月・12月

9月・10月

12月・2月・4月

11月・12月
※写真はイメージです。
お礼の品詳細は下記表にて確認ください。

月

2月
・
8月
4月
・
10月
6月
・
12月

品名

6月・8月・10月

5月・6月
7月・8月

10月・12月・2月
2月・4月・6月

お届けは偶数月のみとなりますので、
ご了承ください。

鍛高ラムネ

内容量

賞味期限

発送種別

6本
（青3本・赤3本）

製造日より180日

常温

この豚丼ごちそう便セット

20個

産卵から2週間

2人前

製造日より冷蔵保存にて7日間

たかはしさんの新鮮たまご
えぞ鹿肉（ロース / ステーキ）
豚じん /

鳥じん ※ブラジル産

「レストランはまなす」の洋食ソースセット
シェフのこだわりプリンセット

（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）

白糠酪恵舎チーズセット

スカモルツァ
〔ソフトタイプ〕85g・
トーマ・シラヌカ
〔セミハードタイプ〕100g
ロビオーラ
〔ウォッシュタイプ〕100g

レトルト鹿カレー

1月
7月

2月
8月

3月
9月

4月
10月

冷凍

冷蔵

200g / 300ｇ

製造日より冷凍で1年

700g / 900g

製造日より冷凍で60日

2個
柳だこのミートソース×1
ラム肉とゴボウのミートソース×1

製造日より冷凍で90日

3種×各1個

製造日より冷蔵で7日/商品到着後3日以内

3種×各2個

スカモルツァ：製造日より冷蔵で20日
トーマ・シラヌカ：製造日より冷蔵で60日
ロビオーラ：製造日より冷蔵で25日

180g×2個

製造日より常温で1年

冷蔵

冷凍

冷蔵

常温

冷凍

冷蔵

冷凍

5月
11月

6月
12月

〈0788〉冷凍 冷蔵
しらぬか堪能セット
［年6回定期便］

100,000 円以上

ご入金の翌々月から連続した6ヶ月間お届け
（例：1月入金→3，4，5，6，7，8月お届け）
お届け希望の2ヶ月前までご入金ください

冷凍

［事業者］
（ 株）藤山水産加工、白糠漁業協同組合、
（ 株）
ジビエ、龍宝丸水産、東和食品（株）、
（ 株）白糠酪恵舎、
（ 株）白糠町振興公社、
（ 有）マルツボ、
（ 有）松花、髙橋農園、
（ 有）はまなす、
広洋水産（株）、
（ 株）
もりもりふぁ～む
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お届け月

1月・2月

いくら、エンペラーサーモン、し
しゃも、柳だこなどの海の幸、高
級食材白糠産えぞ鹿肉に、無肥
料・無農薬の自然農法で育てた
大豆で作られた納豆、各種チー
ズなどこだわりの山の幸を年６
回に分けてお届けします。

1月
・
7月

品名

●年3回の偶数月にお届けします。

［事業者］
（株）
白糠町振興公社、髙橋農園、
（有）松花、
（株）
ジビエ、
（有）
とみやストア、
（有）
はまなす、
（株）
白糠酪恵舎、
（株）北海道えぞ鹿ファクトリー

［ 事 業 者 ］広洋水産（株）、東和食品（株）、
（有）
マルツボ、
（株）藤山水産加工、
白糠漁業協同組合

月

50,000 円以上

しらぬか山の恵みセット しらぬか堪能セット
定期便

1月・2月

〈 0 7 8 6 〉冷 凍 冷 蔵 常 温
しらぬか山の恵みセット
［年3回定期便］
寄附金ご入金月

定期便

お届け月

高級食材の白糠産えぞ鹿 肉 を は じ
め 、 シェフのこだわりプリン、２
種の味付き焼き肉や職人 に よ る 確
かな味のチーズなどを年 ３ 回 に わ
たってお届けします。

寄附金ご入金月

しらぬか海の恵みセット

●年3回の奇数月にお届けします。

定期便

50,000 円以上

粒子感があり、新鮮だから可能
な薄色仕立てのたらこや、昔か
ら漁が盛んだった白糠名産の柳
だこなど、海の食材を年３回に
わたってお届けします。

〈0787〉冷凍
しらぬか海の恵みセット
［年3回定期便］

※写真はイメージです。
お礼の品詳細は下記表にて確認ください。

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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受賞歴の多さがおいしさの証！
楽天ふるさと納税

全てのお礼の品

獲得！

〈 楽 天ふるさと納 税 ランクインまとめ 〉

北海道海 鮮 紀 行いくら醤 油 味 1k g
2 0 1 6 年間ランキング
2 0 1 7 年 間ランキング
2 0 1 8 年 間ランキング
2 0 1 9 年 間ランキング
2 0 2 0 年 間ランキング

6位
2位
2位
8位
25 位

北海道海鮮 紀 行いくら（ 醤 油 味 ）500 g
2 0 1 9 年 間ランキング

15 位

2 0 2 0 年 間ランキング
2021

いくら醤油漬 400gは

1パック 200g×2個!
250g でこんなに
使えます!

いくら丼にして

約

5杯分!

1 杯 約50 g

いくら醤 油 漬（ 鱒 卵 ）500g

9位
2 0 2 0 年 間ランキング 3 位
2 0 2 1 年 間ランキング 13 位

2 0 1 9 年間ランキング

いくら軍艦巻にして

約

〔参考：楽天掲載のお礼の品数40万550件（2022年10月10日現在）〕

いくら醤油漬（鮭卵）※と
ホタテのセット
（P��）

北海道海鮮紀行
いくら定期便
（P��）

楽しみは
長く続く方が良い

北海道海鮮紀行
いくら
（P��）

いくらとすじこなら
いくらを食べたい
しょうゆ味
すじこ
（P��）※

いつもいくらが
冷凍庫にある幸せを
感じたい

いくら醤油漬（鮭卵）
定期便（P��）※

START

いくら醤油漬（鮭卵）
（P��）※

北海道海鮮紀行
生いくら
（P��）
北海道産秋鮭
塩いくら
（P��）

※輸入卵で製造

〃

いくらは「醤油漬け」
で食べたい

しらぬかde ぜいたく
自分でやるから
かけ放題！
北海道を観光したときに
しか味わえない、ご飯が
見えないくらいいくらが
山盛りになったいくら丼
もふるさと納税なら実現
可能！かける量は自分次
第、実質かけ放題！思う
存分いくらをお楽しみく
ださい！

〈 0 0 0 0 〉商品番号
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お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

鮭のおなかにある卵がそのまま製

いくら醤油漬（鮭卵）※と
エンペラーサーモンのセット
（P��）

やっぱりいくらは
国産に限る

〃

北海道海鮮紀行
いくらとたらこセット
（P��）

いくらはもちろん
他の海産物も食べたい

ク内の空気を窒素に置き換えること
で酸化を防止。
「鮮度保持」と「品
質保持」という徹底した製法により、

たくさんのお礼の品の中から、あなたの理想のいくらがみつかる！?「イエス・ノー いくら」

品になっている ほどの新鮮さ抜群
ないくらです。粒は大きめで、程よ
いハリとツヤがあり、口に入れると
薄目の皮がとろけフワッと濃厚な旨
味が広がる逸品。手間も時間も惜し
まず、美味しさを追求した白糠ブラ

1 貫 約8 g

10

30

ンドを代表する 〃
いくら 。是非一度
ご賞味ください。

31貫分!

未

10

白糠町のふるさと納税お礼の品の中

33 位
3位
年間ランキング 6 位

2 0 1 9 年 間ランキング

1パック 250g×2個!

で一番の人気を誇る 〃
いくら 。白糠
沖を含めた北海道東沖は、暖流と寒
流が交わる一大漁場です。広洋水産
では、いくらが最も美味しい時期と
される９月～ 月の完熟卵のみを使
用し、水揚げした日に余すことなく
素早く処理。 度以下の冷却水で洗
浄し、丁寧に人の手で不純物を取り
除いた後、取り出した卵は 分以内
に薄味の醤油へ浸けています。醤油
から上げ、窒素瞬間冷凍をし、パッ

いくら醤 油 漬（ 鮭 卵 ）500g

北海道海鮮紀行 いくら
（醤油味）
500gは

〃

1位

〃

総合
ランキング

いくら

美しいその見た目は
まさに、海の宝石。

白糠町のお礼の品で一番人気！

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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【BEAMS JAPAN 監修】SHIRANUKA TOWN IKURA FESTIVAL

いくらを活用したお礼の品開発＆
白糠ブランド磨き上げプロジェクト
幅広い世代から人気を集める「BEAMS JAPAN」と白糠町がお礼の品の製品開発
会議を重ね、様々な分 野で活 躍するイラストレーター金安亮氏がイラストを担当、
いくらの個性をさらに光らせ、“白糠町らしさを感じる”食器やバッグ、マットと、自慢

北海道海鮮紀行シリーズ

のいくらがセットの特別なお礼の品が完成いたしました。

数量限定
E

無くなり次第終了と
なります

期間限定
2023年3月31日の
ご寄附まで限定と
なります

【BEAMS JAPAN監修】
北海道海鮮紀行生いくら
特製セット 冷 凍
〈0762〉

A＋生いくら
（250g）

〈0763〉

B＋生いくら
（250g）

〈0764〉

A

C＋生いくら
（250g）

〈0765〉

D＋生いくら
（250g）

〈0766〉

E＋生いくら
（250g）

C

〈0767〉

B
D

A+B＋生いくら
（500g）

〈0768〉

A+C＋生いくら
（500g）

〈0769〉

A+D＋生いくら
（500g）

〈0770〉

D+E＋生いくら
（500g）

〈0771〉

A×2＋生いくら
（500g）
＋いくら
［醤油味］
（500g）

〈0772〉

A丼

金安亮氏の「鮭の親子」の素敵なイラ
ストを施した美濃焼のどんぶり椀。
「いく
ら丼」
をいただくのに最適なサイズ、手
に持った時や口を付けた際の印象を
大切にしました。

D ランチョンマット

食卓の主役を引き立てるために、
あえ
てシンプルにリネン素朴で仕上げた
ランチョンマット。可愛らしい「鮭の親
子」のイラストは、
さりげなく白糸の刺
繍で。使い込むほどに味が出ます。

B匙

C箸

お箸とお匙は天然木を用い、塗装は白
糠町の名所「恋問海岸」の夕焼けの色
「恋問オレンジ」
をイメージし仕上げまし
た。
「鮭の親子」のイラストは、
さりげなく
蒔絵風に金色で施しています。

E 保冷バッグ

ギフトにも自家用にも最適な保冷バッ
グ。白糠町の特産である箱入りの「いく
ら」がちょうど良く収まるサイズ感に仕
上げていますが、
もちろん他の用途でも
大活躍間違いなし！

フルコンボ
（A〜E）
＋生いくら
（500g）
＋いくら
［醤油味］
（500g）

〈0257〉冷凍
北海道海鮮紀行 いくら
（醤油味）500g

19,000 円以上

14,000 円以上
19,000 円以上

500g
（250g×2パック）※北海道産
製造日より冷凍で2年半

17,000 円以上

〈0201〉冷凍
北海道海鮮紀行 いくら
（醤油味）1kg

14,000 円以上

37,000 円以上

20,000 円以上

1kg
（250g×4パック）※北海道産
製造日より冷凍で2年半

33,000 円以上

〈0779〉冷凍
北海道海鮮紀行 生いくら
（味なし）500g

31,000 円以上

20,000 円以上

28,000 円以上

生いくら：500g
（250g×2パック）
、
いくらしょうゆ味たれ60g
（30g×2パック）
※北海道産
生いくら・たれ：製造日より冷凍で1年半

34,000 円以上
46,000 円以上
71,000 円以上

本プロジェクトを通し、白糠町へ赴き、様々な方と
お話して、会議を重ねることで、少しずつまちの魅
力を理解していきました。まだまだ知られていない
特産品や場所が沢山あり、空港も近くて便利で、
「子育て応援日本一」をうたうほどの住みやすさ
も分かりました。何よりまちや自然の環境が素晴
らしい！本企画では、ただ“いくら”を主役にしただ
けのものにはしたくなく、白糠町の魅力をお客様
に伝えたいと考えました。私が個人的に大好きな
アーティストでもある“金安亮氏” のイラストやデザ
インは、老若男女に受けそうなものです。“いくら”
と通じる部分もあるかと思いピッタリかな？と考え
ました。それに美味しそうなイラストを描くことが
できるので相性が良いとも思いました。楽しく美味
しく“いくら”と“白糠町”を体感していただけるモノ
とコトを企画できたと思います！沢山の方に白糠町
の魅力を知っていただければ幸いです。
BEAMS JAPAN ディレクター

鈴木修司

生いくらは、料理人が店独自の味に仕上げるために使用する
「味なし卵」
です。一般には流通しないいくらで卵本来の濃厚な味を実感できます。
タレ付き。

40,000 円以上

生いくら：1kg
（250g×4パック）
、
いくらしょうゆ味たれ：120g
（30g×4パック）※北海道産
生いくら・たれ：製造日より冷凍で1年半

そのいくら、
どこ産？
■いくら供給量表
2012 年

2013 年

2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年

2019 年

2020 年

北海道産前期繰越

700

1,500

2,500

1,000

1,000

800

1,000

1000

1,000

300

北海道

4,620

5,620

4,400

4,650

3,680

2,340

2,620

1,710

1,970

2,270

2021 年

55

三陸

840

1,500

1,550

1,120

870

770

910

230

150

建ます

30

50

30

20

30

20

10

10

110

15

製品輸入（米国）

1,614

1,532

843

1,243

1,049

1,016

621

377

181

150

アメリカ原料加工

559

1,637

1,370

2,240

1,582

2,923

1,926

1,986

2,325

2,100

ロシア原料加工

2,766

1,022

563

1,158

1,704

2,657

7,025

3,518

1,812

5,425

その他

51

227

375

462

393

524

392

344

252

200

合計

10,480

11,588

9,131

10,893

9,308

10,250

13,504

8,125

6,800

10,215

［ 事 業 者 ］すべて/広洋水産（株）
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〈0264〉冷凍
北海道海鮮紀行 生いくら
（味なし）1kg

「国産のいくら」
を口にする機会は
実は少ないということを皆様御存
知でしたでしょうか。日本人がイメー
ジするいくらの味は国産ではなく外
国産の味の方が多いと言います。
広洋水産（株）のいくらは、外国産
も産地を厳選、徹底した鮮度管理
と製造工程により、国産のものと引
けを取らないいくらに仕上げていま
す。実際、過去2回行われた「白糠
町ふるさと納税感謝祭」での国産
と外国産のいくらの食べ比べ参加
型企画でも、多くの参加者が悩み
正答率はなんと5割ほど。その加工
技術に皆さん驚かれていました。

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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30,000 円以上

450g以上×１杯
出荷日より冷蔵で5日
※お早めにお召し上がりください

30,000 円以上

450g以上×１杯
出荷日より冷蔵で5日
※お早めにお召し上がりください

30,000 円以上

450g以上×１杯
出荷日より冷凍で30日
※お早めにお召し上がりください

34,000 円以上

550g以上×１杯
出荷日より冷蔵で5日
※お早めにお召し上がりください

34,000 円以上

550g以上×１杯
出荷日より冷蔵で5日
※お早めにお召し上がりください

34,000 円以上

550g以上×１杯
出荷日より冷凍で30日
※お早めにお召し上がりください

〈0558〉冷蔵
〈0559〉冷蔵
〈0546〉冷凍
しらぬか産 茹でたて しらぬか産 CAS冷凍
しらぬか産
大毛ガニ（650g以上）
活大毛ガニ（650g以上） 大毛ガニ（650g以上）

41,000 円以上

650g以上×１杯
出荷日より冷蔵で5日
※お早めにお召し上がりください

41,000 円以上

650g以上×１杯
出荷日より冷蔵で5日
※お早めにお召し上がりください

41,000 円以上

650g以上×１杯
出荷日より冷凍で30日
※お早めにお召し上がりください

〈0564〉冷蔵
〈0565〉冷蔵
〈0545〉冷凍
しらぬか産
しらぬか産 茹でたて しらぬか産 CAS冷凍
活特大毛ガニ（800g以上） 特大毛ガニ（800g以上） 特大毛ガニ（800g以上）

48,000 円以上

800g以上×１杯
出荷日より冷蔵で5日
※お早めにお召し上がりください

48,000 円以上

800g以上×１杯
出荷日より冷蔵で5日
※お早めにお召し上がりください

毎年の漁獲量と漁期を定め、生態
系を確保しているからこそ、お届
けできるこの大きさ。茹でたて毛
ガニは、サイズや重量など厳しい
基準をクリアした白糠沖産の毛ガ
ニ。蟹は一度冷凍すると旨味を損
なうので、白糠漁協では茹でたそ
の日に発送することにこだわって
います。ご自身で茹でたい方のた
め に、
「 活 」 も ご 用 意。 ま た、 漁
期外の出荷のために
冷凍も
ご用意しております。

〈0560〉冷蔵
〈0561〉冷蔵
〈0547〉冷凍
しらぬか産
しらぬか産 茹でたて しらぬか産 CAS冷凍
活大毛ガニ（550g以上） 大毛ガニ（550g以上）
大毛ガニ（550g以上）

毛ガニ

船上厳選、ずっしりした身と
ジューシーなミソ。

〈0562〉冷蔵
〈0563〉冷蔵
〈0548〉冷凍
しらぬか産 茹でたて しらぬか産 CAS冷凍
しらぬか産
活中毛ガニ（450g以上） 中毛ガニ（450g以上）
中毛ガニ（450g以上）

C
A
S

しらぬかde ぜいたく

48,000 円以上

800g以上×１杯
出荷日より冷凍で30日
※お早めにお召し上がりください

10,000 円以上

凍結初期状態

CAS 機 能 装置 内で発 生し
た複 合エネル ギーで 水 分
子を振動させ、寄り集めさ
せないで凍結し始めます。

凍 結 状 態

振動を与えることで、氷晶
の 膨 張 を抑え、表 面と中
心部の温 度を均一に近づ
け凍結させます。

解凍後の状態

凍 結 前の状 態で解 凍され
るため、鮮度・味・風味が
限りなく生の状態に戻りま
す。

CAS冷凍とは

CAS（CELLS ALIVE
SYSTEM）
＝
「細胞が
生きている」
という意
味。凍結しても組織が
破壊されず、解凍後も
鮮度が生き生きと蘇
ります。特に毛ガニは
CASの効果が感じら
れるものです。

血抜きを十分にすることで、
筋子独特の生臭みもなく卵の味を生かしたまろやかな
しょうゆ味筋子に仕上げました。
熱々ご飯にのせて食べるも良し、
おにぎりの具にし
ても良し。
卵の粒は小さめですが、
味は申し分ありません。

〈0760〉冷凍
いくら醤油漬（鮭卵）
800g

29,000 円以上

400g
（200g×2パック）
※ロシア産

800g
（200g×2パック×2セット）
※ロシア産

製造日より冷凍で2年

製造日より冷凍で2年

厳選したロシア産を北海道産と同じ製造工程により
（P23参照）、国産のものと
引けを取らない味に仕上げました。
コストパフォーマンスに優れたいくらです。

〈0318〉冷凍
塩いくら

20,000 円以上

360g
（180g×2パック）
製造日より冷凍で1年半

北海道産の秋鮭でつくりました。
旨味
を引き出す絶妙な塩加減です。

〈0761〉冷凍
「いくら醤油漬（鮭卵）400g」
×
「エンペラーサーモン1kg」の親子丼セット

26,000 円以上

いくら醤油漬
（鮭卵）
：400g
（200g×2）※ロシア産
エンペラーサーモン：1kg
（4ブロック程度にカット済）※ノルウェー産
いくら醤油漬
（鮭卵）
：製造日より冷凍で2年
エンペラーサーモン：製造日より冷凍で1年
解凍後、
冷蔵庫で保管
開封の場合/翌日、
真空のまま/3日

大人気の
「いくら」
と
「エンペラーサーモン」
の親子丼セットをご用意しました！

〈0268〉冷凍
北海道海鮮紀行いくら
（醤油味）
と
たらこセット

48,000 円以上

見た目にも
華やかで豪華！
毛ガニの甲羅盛り

甲羅の中にたっぷりのカニの身とカ
ニ味噌を丁寧につめ込んだぜいたく
な甲羅盛りは見た目のインパクトも
抜群！毛ガニの濃厚で豊かな風味を
心ゆくまで堪能ください。

［ 事 業 者 ］すべて/白糠漁業協同組合
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14,500 円以上

500g ※アメリカ産またはロシア産
製造日より冷凍で1年半

※「活」と「茹でたて」は、9月上旬～12月中旬ころまでの受け付けで9月下旬～12月中旬ころの発送となります。
CAS冷凍とは
※漁況により、寄附金額・発送時期は変更になります。

CAS（CELLS ALIVE SYSTEM）
＝「細胞が生きている」という意味。
凍結しても組織が破壊されず、解凍後も鮮度が生き生きと蘇ります。
特に毛ガニは CASの効果が感じられるものです。

〈0759〉冷凍
いくら醤油漬（鮭卵）
400g

〈0468〉冷凍
しょうゆ味すじこ 500g

お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

いくら：1kg(250g×4パック)、
たらこ：1kg ※アメリカ産
いくら：製造日より冷凍で2年半、
たらこ：製造日より冷凍で1年

素材の持ち味を活かし丁寧に仕上げた、たらこと北海道産いくらのセット。質、
味、
ともに満足いただける商品です。

ご寄附者様の
お声

［40代男性］

【いくら醤油漬け 鮭卵】今年も大粒のイク
ラが届きました。最近価格が高騰している
中でこれだけ大きな粒のイクラが届くのは
とても嬉しいです。

［30代女性］

［60代女性］

【北海道海鮮紀行いくら】粒揃いで輝く宝
石のようで、ぷりっと弾けます！味も大変美
味しく、
クオリティの高いお品物を送って頂
きました。

［ 事 業 者 ］0318 / 東和食品（株） 0761 / 東和食品（株）
・広洋水産（株） その他すべて/ 広洋水産（株）

【北海道海鮮紀行いくら】
とても美味しい
大粒のイクラでした！250ｇは予想以上に
たっぷり入っていました。家族みんなでイ
クラ丼にして頂きました

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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〈0746〉冷凍
【あなたの胃袋捕まえちゃう】
白糠タイホ海鮮丼セット
（ タ コ·イクラ· ホ タテ）

こだわりの塩水洗浄で
プリプリをキープ

37,000 円以上

うす切り北海だこ：170g×3個
北海道海鮮紀行いくら
（醤油味）
：500g
（250g×2）
オホーツク産お刺身用ホタテ：750g（正規品 中サイズ 1粒12.5g～17g 250g×3）

うす切り北海だこ：製造日より冷凍で1年
北海道海鮮紀行いくら
（醤油味）
：製造日より冷凍で2年半
オホーツク産お刺身用ホタテ：製造日より冷凍で2年

白糠町の自慢の海産物、
タコ、
イクラ、ホタテをセットにしてお届けします！

〈0708〉冷凍
オホーツク産お刺身用ホタテ【750g】

〈0774〉冷凍
「いくら醤油漬（鮭卵）
【800g】」
×「ホタテ
【750g】」の海鮮丼セット
大人気の「いくら」
と
「ホタテ」の海鮮丼セットをご
用意しました！

〈0773〉冷凍
「いくら醤油漬（鮭卵）
【400g】」
×「ホタテ
【750g】」の海鮮丼セット

24,000 円以上

いくら醤油漬
（鮭卵）
：400g
（200g×2）※ロシア産
ホタテ：750g（正規品 中サイズ 1粒12.5g～17g 250g×3）

いくら醤油漬
（鮭卵）
：製造日より冷凍で2年
ホタテ：製造日より冷凍で2年

〈0775〉冷凍
「いくら醤油漬（鮭卵）
【400g】」×
「ホタテ
【750g】」×「たらこ
【1kg】」
の海鮮丼セット

10,000 円以上

38,000 円以上

750g
（正規品 中サイズ 1粒12.5g～17g 250g×3）
製造日より冷凍で2年

いくら醤油漬
（鮭卵）
：800g
（200g×2×2）
※ロシア産
ホタテ：750g（正規品 中サイズ 1粒12.5g～17g 250g×3）

いくら醤油漬
（鮭卵）
：製造日より冷凍で2年
ホタテ：製造日より冷凍で2年
大人気の「いくら」
と
「ホタテ」
と
「エンペラーサーモ
〈0776〉冷凍
ン」の海鮮丼セットをご用意しました！
「いくら醤油漬（鮭卵）
【800g】
」
×
「ホタテ
【750g】」×「たらこ
【1kg】」 〈 0 7 7 7 〉 冷 凍
の海鮮丼セット
「いくら醤油漬
（鮭卵）
【400g】
」
×
50,000 円以上
「ホタテ
【750g】
」
いくら醤油漬
（鮭卵）
：800g
（200g×2×2）
※ロシア産
×
「エンペラーサーモン
【1kg】
」
ホタテ：750g（正規品 中サイズ 1粒12.5g～17g 250g×3）
の海鮮丼セット
たらこ：1kg ※アメリカ産

37,000 円以上

いくら醤油漬
（鮭卵）
：製造日より冷凍で2年
ホタテ：製造日より冷凍で2年
たらこ：製造日より冷凍で1年

いくら醤油漬
（鮭卵）
：400g
（200g×2）
※ロシア産
ホタテ：750g（ 正規品 中サイズ 1粒12.5g～
17g 250g×3）
エンペラーサーモン：1kg（ 4ブロック程度にカット
済）
※ノルウェー産

36,000 円以上

いくら醤油漬
（鮭卵）
：400g
（200g×2）
※ロシア産
ホタテ：750g（正規品 中サイズ 1粒12.5g～17g 250g×3）
たらこ：1kg ※アメリカ産

いくら醤油漬
（鮭卵）
：製造日より冷凍で2年
ホタテ：製造日より冷凍で2年
たらこ：製造日より冷凍で1年

大人気の「いくら」
と
「ホタテ」
と
「たらこ」の海鮮丼セッ
トをご用意しました！

2 つのこだわり

「鮮度」を保つ

こだわり 1

4つの温度管理

凍結

冷凍

深みのある
「旨味」に

塩水洗浄

ご寄附者様の
お声

［40代女性］
とてもおいしいし、使いやすいし、たく
さん入っているし、大満足です！

［60代男性］

少しずつ解凍して食べています。半分にス
ライスして刺身やカルパッチョで食べまし
たが、甘味があってとてもおいしかったで
す。バター焼きも試してみたいと思います。

いくら醤油漬
（鮭卵）
：製造日より冷凍で2年
ホタテ：製造日より冷凍で2年
エンペラーサーモン：製造日より冷凍で1年
解凍後、冷蔵庫で保管
開封の場合→翌日 真空のまま→3日

［30代女性］
大きくてとても美 味しいホタテでし
た。焼いても、お刺身にしても美味し
かったです。

［ 事 業 者 ］0746 /
（有）
マルツボ・広洋水産（株） 0777・0778 /広洋水産（株）
・東和食品
（株） その他すべて /広洋水産
（株）
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11,000 円以上

750g
（正規品 大サイズ 1粒20g～25g 250g×3）
製造日より冷凍で2年

〈0488〉冷凍
【訳あり】オホーツク産お刺身用ホタテ【1kg】

10,000 円以上

1kg
（小型サイズ＋型崩れ＋割れ品 1粒7g以上）
製造日より冷凍で2年

当商品は小型サイズが中心の規格となりますが、中には大きいサ
イズの型崩れ品や割れが生じた規格外のものも入っています。刺
身でも焼いても揚げても、小さいからこそしっかりとした旨味があ
ります。たっぷりの粒数が入っていますので、色々な食べ方でお楽
しみください。保存しやすいように袋はファスナー付きにしました。

しらぬかde ぜいたく

51,000 円以上

いくら醤油漬（鮭卵）
：800g（200g×2×2）※ロシア産
ホタテ：750g（ 正規品 中サイズ 1粒12.5g～
17g 250g×3）
エンペラーサーモン：1kg（ 4ブロック程度にカット
済）
※ノルウェー産

繰り返しテストを行い、保管·洗浄水·凍結·冷凍の 真水洗浄が一般的ですが、その場合水分が滞留し、
それぞれ最適な温度を見つけ出しました。
それらの 本来の味が損なわれます。
しかし塩水で洗浄する
徹底した温度管理で「本来の旨味」を最大限に引き ことで、余分な水分を出して身がしまり、
より
「甘い」
出しています。
「ねっとり」とした深みのある
「旨味」になります。

〈0714〉冷凍
オホーツク産お刺身用ホタテ大サイズ【750g】

お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

50

お寿司屋さんのアレ、
できちゃいます！

寿司屋のホタテといえば、写真のような形ですよ
ね。ホタテの貝柱を切り離してしまわないよう、ギ
リギリまで包丁を入れれば、見た目にも美味しい
ホタテの寿司が握れます。寿司にする際は、繊維
に沿って縦に包丁を入れるのが基本なんだとか。
是非お試しください。

3

30

40

40

4

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

10

採れたてのホタテの鮮度感を維持
するために、各工程で徹底した温
度 管 理 を 行 っ て い ま す。 保 管 温

洗浄水

こだわり 2

〈0778〉冷凍
「いくら醤油漬
（鮭卵）
【800g】
」
×
「ホタテ
【750g】
」
×
「エンペラーサーモン
【1kg】
」
の海鮮丼セット

当商品は中型サイズなので旨味が凝縮され、刺身でも焼いても揚
げても、
しっかりとした旨味があります。横面に7割程度切れ目を
入れメガネのように開くとお寿司屋さんのような見栄えと食感を
お楽しみいただけます。たっぷりの粒数が入っていますので、色々
な食べ方でお楽しみください。

度 洗
· 浄 水 温 度 は ℃ 以 下、マ イ
ナス ℃〜マイナス ℃で一気に
凍らせ、マイナス ℃〜マイナス
℃ で 冷 凍 保 存。 ホ タ テ 本 来 の
旨味を最大限に引き出すように
細心の注意を払い製造していま
す。 迅 速 に 処 理 し た ホ タ テ は 電
解水を海水と同程度の 〜 ％
の 塩 分 濃 度 に し て 洗 浄。 ホ タ テ
に ス ト レ ス を 与 え ず に、 貝 柱 内
の 余 分 な 水 分 を 出 し、 身 が し ま
ることでホタテの甘くねっとり
とした深みのある旨味が凝縮さ
れ ま す。 一 般 的 な 真 水 洗 浄 は 貝
柱内に水分が滞留するため本来
の 味 が 損 な わ れ ま す。 こ こ が ご
好評いただいている味の大きな
違いです。

保管

いくら醤油漬
（鮭卵）
：製造日より冷凍で2年
ホタテ：製造日より冷凍で2年
エンペラーサーモン：製造日より冷凍で1年
解凍後、冷蔵庫で保管
開封の場合→翌日 真空のまま→3日

ホタテ

人気
急上昇！

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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北海道 鮭漁獲量

20万

（単位：トン / 年）

15 万

10万

0

ʼ07 ʼ08 ʼ09 ʼ10 ʼ11 ʼ12 ʼ13 ʼ14 ʼ15 ʼ16 ʼ17 ʼ18 ʼ19 ʼ20 ʼ21

〈0725〉冷蔵
〈0726〉冷蔵
秋鮭 船上放血神経締め（オス） 秋鮭 船上放血神経締め（メス）
【3.0kg以上4.9kg以下】
【3.0kg以上4.9kg以下】
※9月上旬から10月中旬受付

28,000 円以上

3.0kg以上4.9kg以下
発送日から冷蔵7日

※9月上旬から10月中旬受付

28,000 円以上

3.0kg以上4.9kg以下
発送日から冷蔵7日

※漁況により、寄附金額・受付時期・発送時期を変更する場合がございます。
※生ものですので、次のどちらかの処理をしてお召し上がりください。
1.冷凍する
（-20℃で24時間以上）
2.加熱する
（70℃以上、
または60℃で1分）

近年の海水温の上昇による魚種交代や大規模

な赤潮の発生により、鮭の不漁が続く中、鮭の
付加価値を高めるために始まったのが、木村漁

業部の木村さんが行う
「船上放血神経締め」で

す。神経締めは、魚の鮮度を高い状態で維持す

るための技術で、まずエラにハサミを入れて血

抜きを行い、脳の位置に「Ｔ字スパイク」
という

器具を差し込み、背骨に沿ってワイヤーを入れ、
神経を破壊します。
この技術によって、魚の死後

硬直の開始を遅らせることができ、高い鮮度を
長く維持できます。鮮度が良いので、生臭さがな

く、ルイベなどで味わうとその違いをより一層感
じることができます。ぜひご賞味ください。

下処理済みの
「トリムE」だから
調理もらくらく。

北海道産秋鮭に天然塩をすり込み、数日間熟成させることでタンパク質が
アミノ酸へと変化し、旨味が増した新巻鮭。
ふっくらとした食感です。

ご寄附者様の
お声

［30代女性］
【エンペラーサーモン】
とても美味し
かったので今年もリピートしました。
私は漬け丼にして食べています。

26,000 円以上

2kg
（8ブロック程度）※ノルウェー産
製造日より冷凍で1年
解凍後冷蔵庫保管 開封の場合翌日
真空のままの場合3日
※色落ち、
ドリップが出ますのでお早めに
お召し上がりください。

ご寄附者様のお声から生まれた一品。素材の良さを生かし、旨味も引
き出せるよう、
「天日塩」
を適量ふりかけ、一晩熟成いたしました。
ジュー
シーさ、
フレッシュ感、ほんのり自然な塩味です。

〈0439〉冷凍
エンペラーサーモン≪天日塩締め≫
【1kg】

13,000 円以上

1kg
（4ブロック程度）※ノルウェー産
製造日から冷凍で1年 解凍後冷蔵庫保管 開封の場合翌日 真空のままの場合3日
※色落ち、
ドリップが出ますのでお早めにお召し上がりください。

〈0723〉冷凍
エンペラーサーモン≪天日塩締め≫
【2kg】
［40代女性］
【エンペラーサーモン】一口食べて来
年も頼むと決めました！真空パックで
4個。調理しやすいサイズ感です。

［40代男性］
【エンペラーサーモン】
こんなに美味
しいサーモンは初めて食べました！
文句なしです！
！

［ 事 業 者 ］0725・0726 /（有）木村漁業部 その他すべて/東和食品（株）
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1kg
（4ブロック程度）※ノルウェー産
製造日より冷凍で1年
解凍後冷蔵庫保管 開封の場合翌日
真空のままの場合3日
※色落ち、
ドリップが出ますのでお早めにお
召し上がりください。

旨 味 も お 楽 し み い た だ け ま す。
ま た、 身 色 も 良 く、 Ｅ Ｐ Ａ、 Ｄ
Ｈ Ａ、 オ メ ガ ３ の 含 有 量 が 多 い
の も 特 徴 で す。 サ ケ の 王 様 は キ
ン グ サ ー モ ン で す が、 そ れ を 超
えたサーモンとして「エンペラー
サーモン」とネーミングされて
います。

使い切りやすい大きさにカットし
て、真空パックで小分け包装して
お届けしておりますので、必要な
分だけ解凍し、数回に分けてお召
し上がりいただけます。

1.7kg
（4分割）
製造日より冷凍で90日

13,000 円以上

〈0628〉冷凍
エンペラーサーモン
【2kg】

ノルウェーで養殖されるアトラ
ン テ ィ ッ ク サ ー モ ン。 よ り 健 康
的 に 成 長 さ せ る た め に、 過 密 養
殖 を 避 け、 よ り 自 然 に 近 い 環 境
で 育 て ら れ て い ま す。 栄 養 価 の
高 い エ サ に よ り、 濃 厚 な 味 と 良
質 な 脂 で、 し っ か り と し た 深 み
の あ る 味 わ い を 感 じ ら れ ま す。
脂 質 を 持 ち な が ら も、 鮭 本 来 の

真空パックで小分け包装、調理もらくらく

11,000 円以上

〈0248〉冷凍
エンペラーサーモン
【1kg】

しらぬかde ぜいたく

骨 取り＆皮ひき済みなので
調理もらくらく。解凍してお好
みの厚さに切るだけで、専門
店のサーモンのお刺身が味
わえます。

〈0269〉冷凍
大手百貨店も扱う「新巻鮭姿切身」

ボリューム満点の1kgのエンペラーサーモンを4ブロック程度にカット、小分けにして冷凍、真空パックにて
お届けします。独自の調味で軽めに味付け、余分な水分を除去することにより、身締まりをアップしました。
お刺身はもちろん、塩焼きやレアステーキもおすすめです。※小骨を取り除いておりますが、まれに小骨が
残っている場合がございますのでご注意願います。

〟

5万

鮭・サーモン

キングを超えた エンペラー〟

魚の鮮度を保つ 「船上放血神経締め」

お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

26,000 円以上

2kg
（8ブロック程度） ※ノルウェー産
製造日から冷凍で1年 解凍後冷蔵庫保管 開封の場合翌日 真空のままの場合3日
※色落ち、
ドリップが出ますのでお早めにお召し上がりください。

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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ししゃも

一般的にししゃもの伝説は柳の葉がししゃもになったと言われていますが、白糠町では少し違う話が伝
わっています。白糠町ではその昔、茶路川のほとりでアイヌの人々がカムイノミ
（神に祈る儀式）
をして豊
漁を神に願っていました。その後すぐに大雨が降
り、川の速い流れに逆らって柳の葉がのぼって
きたのです。不思議に思ったアイヌの人々が川
に入ってみると、
その柳の葉の下にはたくさんの
小魚が群れて、柳の葉を持ち上げるようにしてい
ました。その小魚を焼いて食べてみると大変美
味しく、力がついたと言われており、
それ以来、白
糠アイヌの人々はこの小魚を
“スス=柳”
“ハム＝
葉”
“チエプ＝魚”
と呼ぶようになりました。

これぞ〝本物〟。
旨味が詰まった、伝統の味。

伝説となるほど愛された魚

〈0789〉冷凍
秋鮭ふっくらサーモン

12,000 円以上

1,050g
（15切れ）
製造日より冷凍で180日

まんべんなく塩をすり込み、振り塩をしてから熟成。
手塩仕込み製法で、やわらかな塩味とふっくらとした
身に仕上がっています。

旨味サーモンすき身丼：40g×20パック
添付たれ：10g×20パック
製造日より冷凍で90日

便利な食べきりパック！ 円状なので、お椀などにの
せて食べやすい！ 短時間解凍！ 簡単便利！忙しい時
にも最適！

〈0747〉冷凍
しらぬか秋鮭 厳選4種セット

14,000 円以上

約800g 8切
西京漬
（約100g×2切）
塩麹漬
（約100g×2切）
酒粕漬
（約100g×2切）
ちゃんちゃん焼き風 味噌漬
（約100g×2切）

40,000 円以上

70尾
（オス：35尾・メス：35尾 1串に５尾ずつ×7串）
製造日より冷凍で60日

白糠の素材を活かしたオリジナル産品の開発に取り組む事ができ、
ご自宅

で楽しめる
「食の参加型プロジェクト」です。白糠町を応援、まちを盛り上げ

る新規産品の開発にご協力ください！ プロジェクト第1弾では、白糠漁業協

同組合が厳選した秋鮭を使って、京都のミシュラン二つ星割烹出身の料理
人が監修、ご家庭で焼くだけで簡単に本格的な味わいが楽しめるような商
品を目指しました！

〈0672〉冷凍
鮭とばクイーン
【40g】

1,000 円以上

40g
製造日より常温で3ヶ月

［40代男性］
本物のししゃもを食べたのは初めて
で、
とても美味しかったです。

［50代女性］
ししゃもはメスが美味しいと思ってい
ましたが、オスがこんなに美味しいと
は、
ビックリでした！

［60代男性］
これまで食べていたししゃもは何だっ
たのか？と言うぐらい違いを感じまし
た。本物の味はこれなんですね。

［ 事 業 者 ］すべて/
（有）
マルダイ大森水産
お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

朝に漁に出て獲った鮭を一本一本吟味して、
捌き、特製のタレに漬け込みました。

［ 事 業 者 ］0672 /龍宝丸水産

〈0167〉冷凍
鮭とばイチロー
【2kg】

40,000 円以上

鮭の一大産地である白糠町で
は 、「 鮭 と ば 」 も は ず せ ま せ ん。
鮭の味を感じられるベーシック
な 風 味。 お 子 様 か ら ご 年 配 の 方
まで幅広い人気を集めています。

“11月11日”
といえば、某有名なお菓子の日。ではなく、白糠町で11
月11日といえば「白糠ししゃもの日」。
ししゃもは秋に、白糠沖で脂の
乗りと卵の成熟が一番良い時期を迎えるので、11月11日をもっとも
美味しい一番の旬とし、
「白糠ししゃもの日」
と定めています。
ししゃも
のすだれ干しが「1」の並びに似ているから11月11日になったという
説もありますが、
ししゃもが美味しい時期なのは間違いありません。ち
なみに、
白糠町民いわく
「本当に美味しいししゃもはオス」
だそうで。
メ
スのししゃもは卵に栄養を取られてしまうので、
オスの方が身が締まっ
て旨味も強く、高級白身魚にも引けを取らない濃厚な味を楽しめる
んだとか。旬の11月には、飲食店で生のししゃも料理が味わえる、
“し
しゃものふるさと”
白糠だからこその
“オス推し”
。
ししゃも本来の濃厚
な味を楽しみたい方は、
ぜひ「オス」
を食べてみてください。

評 価 さ れ て い ま す。 白 糠 町 で は、

月にアイヌ三大祭りのひとつ
「 し し ゃ も 祭 」 が 行 わ れ ま す。 し
し ゃ も 伝 説（ ペ ー ジ 左 上 ） を も
と に、 自 然 と 共 に 生 き る こ と の
大 切 さ を 確 認 し、 恵 み を 与 え て
く れ る 神 へ 感 謝 す る と と も に、
ししゃも漁の安全と豊漁への願
いを込める行事です。
11

11月11日といえば何の日？

こちらのお礼の品は、寄附者の皆様がプロジェクトチームのメンバーとして

鮭とば

一 般 に「 し し ゃ も 」 と し て 流 通
している魚の９割以上がししゃ
もに似ているキャペリンなどの
魚 で す。 本 来 し し ゃ も は、 北 海
道の太平洋沿岸にだけ生息する
日 本 固 有 の 貴 重 種。 し し ゃ も は、
北海道西部から東部海域に回遊
し、 十 勝 沖 か ら 徐 々 に 脂 が 抜 け、
卵 が 熟 す こ と か ら、 白 糠 沖 で 捕
れるししゃもが最も美味しいと

〈0176〉冷凍
ししゃものふるさと
しらぬか産 ししゃも
【オスメス70尾】
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850g
（15切れ）
製造日より冷凍で1年

12,000 円以上

製造日より90日以内にお召し上がりください。要冷凍
（-18℃以下）

30尾
（オス：15尾・メス：15尾 1串に5尾ずつ×3串）
製造日より冷凍で60日

ご寄附者様の
お声

〈 0 5 3 0 〉冷 凍
北海道産鮭使用
「さけトロ」

11,000 円以上

簡単便利！ 焼き済み・個包装・レンジで温めるだけ！
特に夏の暑いときには重宝しますよ。

〈0175〉冷凍
ししゃものふるさと
しらぬか産 ししゃも

20,000 円以上

〈0350〉冷凍
レンジで焼鮭

2kg
製造日より冷凍で60日

面白いネーミングですが、製造工程は極めて真
面目です。年齢を問わずに食べていただけるう
す塩仕立て。濃い旨味が楽しめます。スライス
しているのでとても食べやすいです。

0747 /白糠漁業協同組合 その他すべて/東和食品（株）

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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〈0136〉冷凍
しらぬか産
刺身用柳だこ

12,000 円以上

1.2kg
（600g×2個）
製造日より冷凍で90日

豊洲市場では、
「 正月には白糠の柳
だこを」
と支持されるほど味がよく高
級品として扱われています。
その柳だ
こを茹でて刺身用に。

「正月には白糠の柳だこを」
と言われるほ
ど、豊洲市場をはじめ全国から厚い支持
を受けている人気の逸品です。

北海道で主流の水だこにくらべて 「 空 釣 り 縄 」 漁 法 で の 漁 が 行 わ れ
小ぶりの柳だこは、激しい潮流に ています。水揚げと同時に、ベテ
揉まれるため身の締りがよく、弾 ランの職人が大釜で一気に茹で上
力があって歯ごたえ抜群。白糠町 げ。素材そのものの旨さに職人の
では、大正時代から続く、餌を使 技が加わって、
肉厚で絶妙な食感、
わ ず 海 中 に 針 を 張 り め ぐ ら せ る 美味しさに仕上がります。

〈0261〉冷凍
酒の肴にしゃぶしゃぶにたこ三昧セット

9,000 円以上

うす切り北海だこ：170g×2個、
たこのキムチ漬け・わさび漬け・
しょうが漬け：各100g×1個
うす切り北海だこ：製造日より冷凍で1年、
たこのキムチ漬け・わさび漬け・
しょうが漬け：それぞれ製造日より冷
凍で60日

新鮮なたこの歯ごたえと旨味を楽しめるしゃぶしゃぶ用と三つの特製ダレを絡めた「喰っ蛸（くったこ）
と
ある？」シリーズのセットです。

〈0633〉冷凍
うす切り北海だこ
〈0508〉
北海道旨味たこ
冷凍

12,000 円以上

1.0kg以上×1杯
製造日より冷凍で60日

北海道産の柳だこを使用し、過熱水蒸気加工を施しました。解凍してそのままお
召し上がりください。

〈0469〉
しらぬか産柳だこと
珍味（まんまの三杯酢・まんまの塩辛）の
3種セット

10,000 円以上

しらぬか産柳だこ：200g×2個、
たこ串
（塩味、味噌味、醤油味：各3本入×1袋）
製造日より冷凍で90日

サクッとした歯ごたえと噛むほどに甘みが広がる柳だこ。
刺身用のほか、
三種
の味を串焼きで楽しめるセットです。

しらぬか産柳だこ：600g×1個、
まんまの三杯酢：100g×2個、
まんまの塩辛：100g×2個
製造日より冷凍で90日

〈0148〉常温
マルツボのたこカレー

9,000 円以上

1.5人前
（220g）
×5
製造日より１年

たこの旨味とスパイシーなカレーがマッチ。
白糠産のたこの風味と食感を大切に仕
上げています。

［ 事 業 者 ］0148・0261・0633 /
（有）
マルツボ 0508 /釧路丸水（株） その他すべて/白糠漁業協同組合
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170g×3個
製造日より冷凍で1年

12,000 円以上

柳だこを使った珍味「まんま（たこの卵巣）
」は、
酒のあてにはたまらない味。
刺
身用柳だことセットでお届けします。

〈0137〉冷凍
「しらぬか産柳だこ」
とBBQに
「たこ串（塩味・味噌味・醤油味）」のセット

9,000 円以上

冷凍

お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

しらぬかde ぜいたく

たこ本来の味が楽しめる
たこしゃぶ

ふるさと納税のお礼の品では、高級料亭でしか味
わえないほど薄く丁寧にスライスした逸品をご用
意しています。
さっと湯に通してたこしゃぶにすれ
ば、身が引き締まり旨味が凝縮。甘みが際立ち、
ぷりぷり＆コリコリ食感が楽しめます。

北海道太平洋沿岸で漁獲された
一尾あたり15kg～大きい物では
35kgにもなる
「水だこ」の足をう
す切りにしました。一つ一つの大
きさは、直径約7cmで、厚さは歯
ごたえと食 べ やすさを追求した
生産者のこだわりで3mmです。
お刺身はもちろん、
カルパッチョや
サラダ、たこザンギ（唐揚げ）、
しゃ
ぶしゃぶ、ホットプレートでほんの
わずかに焼いた焼きしゃぶしゃぶ
もおすすめです。

〈0650〉冷凍
柳だこの燻製（塩味）セット

10,000 円以上

足180g×2・スライス150g×2
製造日より冷凍で90日、
冷蔵で5日

たこ

絶妙な歯ごたえと
甘みの濃い味わい

たこのこだわり

〈0649〉冷凍
柳だこの燻製（醤油味）セット

10,000 円以上

足180g×2・スライス150g
製造日より冷凍で90日、
冷蔵で5日

白糠名産柳だこの燻製です。
白糠産柳だこを水揚げしてすぐ漁師がその日のうちにボイルし、
桜
チップで燻しました。
ほど良い歯ごたえで、
お子様でもかみ切れるほど柔らかく仕上がっています。

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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12,000 円以上

〈0441〉冷凍
減塩辛子明太子

12,000 円以上

1kg（500g×2パック）
※ロシア産

鮮度が良いから可能な薄色仕立て。たらこの美味しさは
粒子感と言われるように、豊富な粒子感とまろやかな舌
触りの中にも、一粒一粒が際立ち柔らかな味わいです。

1kg
（500g×2パック）
※ロシア産

製造日より冷凍で1年

製造日より冷凍で1年

〈0353〉冷凍
ほぐしたらこ・ほぐし明太子
【各500g×2】

製造日より冷凍で１年半

〈0696〉冷凍
〈0697〉冷凍
ほぐしたらこ
【500g】
ほぐし辛子明太子
【500g】
粒がしっかりした厳選素材を使用。おにぎりの具のほか、マヨネー
ズと和えてドレッシングやパスタのソースなど使い方はいろいろ。

4,000 円以上

500g ※ロシアまたはアメリカ産
製造日より冷凍で1年半
解凍後冷蔵で1週間

4,000 円以上

500g ※ロシアまたはアメリカ産
製造日より冷凍で1年半
解凍後冷蔵で1週間

2kg ※アメリカ産
製造日より冷凍で1年

高級感があり贈答にもぴったりな
昔ながらの木箱に入っています。

〈0352〉冷凍
たらこ・辛子明太子セット

鮮度にこだわり、洋上
で船 上 凍 結させ た原
料 の みを 使っていま
す。粒子感があり、新鮮
だからこそ可能な薄色
仕立ての一本物です。

13,000 円以上

たらこ：250g×2パック、
辛子明太子：250g×2パック
計１kg ※アメリカ産
製造日より冷凍で1年

4,000 円以上

塩たらこ：250g、辛子めんたいこ：250g、合計 500g
製造日より冷凍で1年半 / 解凍後冷蔵で1週間

〈0690〉冷凍
キャップ付きチューブタイプ
ほぐしたらこ
【250g×2 合計500g】

4,000 円以上

250g×2 合計500g
製造日より冷凍で1年半 / 解凍後冷蔵で1週間

〈0495〉冷凍
ほぐしたらこ・ほぐし明太子
【各250g×3】

10,000 円以上

塩たらこ：250g×3袋、
辛子めんたいこ：250g×3袋
※ロシアまたはアメリカ産

製造日より冷凍で1年半

〈0691〉冷凍
キャップ付きチューブタイプ
ほぐし明太子
【250g×2 合計500g】

4,000 円以上

250g×2 合計500g
製造日より冷凍で1年半 / 解凍後冷蔵で1週間

［ 事 業 者 ］0260・0441・0566 / 東和食品（株） その他すべて /広洋水産（株）
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お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

美 味 し い た ら こ の 基 準 と い え ば、

塩たらこ：500g×2袋、辛子明太子：500g×2袋 計2kg
※アメリカ産

24,000 円以上

や は り 〃粒 子 感 。 白 糠 町 の た ら
こは、オホーツク海・ベーリング
海で漁獲されたスケトウダラの完
熟卵で食べごたえのある一本子を
厳選し、一つ一つ丁寧に作り上げ
ます。鮮度が良いからこそ可能な
薄 色 仕 立 て は ち ょ う ど よ い 塩 味。
大きめの粒は口の中でパラパラと
はじける食感がクセになります。

13,000 円以上

〈0266〉冷凍
たらこ
（木箱入り）

〃

12,000 円以上

1kg ※アメリカ産
製造日より冷凍で1年

たらこ

〈0258〉冷凍
たらこ

〈0260〉冷凍
減塩たらこ

〈0692〉冷凍
キャップ付きチューブタイプ
ほぐしたらこ・ほぐし明太子
【各250g 合計500g】

新鮮だから可能な薄色仕立て
たらこの美味しさは〝 粒子感 〟

同社既存商品に比べ、30％塩分
を抑えました。たらこ本 来の味
がお楽しみいただける、柔らか
な味付け。
『 たらこは、好きだけ
ど塩分が気になって』
と言う方に
もおすすめです。焼いても塩辛く
なりすぎず、素材の味 が楽しめ
ます。扱いやすい500gパックを2
パック、お届けいたします。毎日
のご飯のお供にどうぞ。

〈0698〉冷凍
たらこ
【250g】

4,000 円以上

250g ※アメリカ産
製造日より冷凍で1年半

〈0699〉冷凍
辛子明太子
【250g】

4,000 円以上

12,000 円以上

100g×10パック ※ロシアまたはアメリカ産
製造日より冷凍で180日

独自の調味液で仕上げた、着色料不使用の辛子明太子
です。使いやすいように、100gに小分けいたしました。

250g ※アメリカ産
製造日より冷凍で1年半

ご寄附者様の
お声

〈0566〉冷凍
無着色辛子明太子（切子込）
【100g×10入】

［50代男性］

3年連続【たらこ】
をもらいました。つぶつぶ
感、最高です！

［50代女性］

［40代女性］

とても大きな
【たらこ】
が沢山入っていまして、
びっくりしました。冷凍で届いたので、すぐに
小分けにラップ、ジップロックして冷凍しまし
た。お弁当にも使えるし重宝しています。

【たらこ】は梱包が丁寧なので贈答品にも
出来ますね。肝心の味もｇｏｏｄ
！

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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10,000 円以上

〈0518〉冷凍
一夜干し開きほっけ詰合せ

10,000 円以上

2kg前後
（13～15尾）
発送日から5日以内にお召し上がりください。※10月上旬受付開始、11月下旬まで
に順次出荷予定です。

4枚
（1パック1枚300g以上×4パック）
製造日より冷凍で90日

〈0154〉
白糠酪恵舎チーズセット
スカモルツァ
〔ソフトタイプ〕85g、
トーマ・シラヌカ
〔セミハードタイプ）100g、
ロビオーラ
〔ウォッシュタイプ〕100g 各2個
スカモルツァ：製造日より冷蔵で20日、
トーマ・シラヌカ：製造日より冷蔵で60日、
ロビオーラ：製造日より冷蔵で25日
※入金確認から発送まで60営業日かかります。
「食べた人が幸せな気持ちになれるチーズ」をモットーに日々生産される拘りのチーズは、趣きがそれぞれ違
う豊かな風味が魅力です。

〈0641〉冷凍
ベリーとピスタチオのカッサータ

※漁獲状況によってはご用意できない場合がございますので、ご了承ください。

〈0651〉冷凍
つぶジャン
【200g×3】

〈0138〉冷凍
白糠煮つぶ
とれたてくん

200g×3
製造日より冷凍で1年

1kg
（500g×2個）
製造日より冷凍で1年

10,000 円以上

つぶをピリ辛のタレで仕
上げました。
癖になる辛さ
です。
お酒のおつまみや、
ご飯のお供にもどうぞ。

450g×1個
7日以上

「白糠酪恵舎」の作りたてリコッタチーズと 北海道産ク
リームの中にひそむ ラズベリーとピスタチオ、チョコ、
アーモンドがザクザク。チーズケーキ？アイスケーキ？口
の中でいろんな味がたのしく遊ぶシチリア島から生ま
れた新感覚スイーツです。

〈0758〉冷凍
Fromage Ricotta
(フロマージュリコッタ）
チーズケーキ
530g前後
※焼き上がりの具合により重さにばらつきがござ
います。予めご了承ください。
冷蔵解凍後4日間
（冷凍1ヶ月）
※入金確認から発送まで60営業日かかります。

白糠酪恵舎のリコッタチーズを使用した優しい味わいのチーズケーキ。
リコッタチーズの穏やかな甘味と北
海道産の生クリームの滑らかさ、高温で焼き上げた香ばしさが何重にも重なり、特別なマリアージュが口の中
で幾度も変化を起こします。

〈0684〉冷凍
手づくり チーズケーキ
180g×3個
発送日から冷凍で10日間

白糠町にあるNPO法人「虹の家」で知的障がいを持つ方々が
製造しています。つくられる皆様の頑張りと優しさが感じられる
自慢のチーズケーキをぜひお試しください！

0641 /tailor

0758 /French Delicatessen HIRATA

〈0482〉冷凍

美味しいチーズは質の高い生乳からのみ
作られます。乳は本来、冷却したり、加温し
たり、攪拌したりするものではなく、おかあさ
んのおっぱいから直接飲むものです。搾っ
たままの状態を保つために、牧場から生乳
を運ぶ時にはできるだけ振動させないよう
に細心の注意を払います。工房への受け
入れもポンプを使わず落差で自然に流れ
るようバットに乳を入れ、殺菌、冷却もでき
るだけ乳にストレスを与えないように扱いま
す。乳を搾ったままの状態で、乳がなりたい
チーズにしてあげる。こうして美味しいチー
ズが生まれます。

0684 / 虹の家作業所

お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

栄三郎商店
白糠海産物セット

14,000 円以上

ししゃも
（オスメス込10尾）、煮つぶ（250g）、柳だこ
（200g）
、
エンペラーサーモン
（200g）※ノルウェー産
ししゃも：製造日より冷凍で60日、煮つぶ：製造日より冷凍
で90日、柳だこ：製造日より冷凍で90日、
エンペラーサー
モン：製造日より冷凍で1年

白糠自慢の海産物をセットでご用意しました！ 色々な商
品を食べたい方におすすめです。
ぜひご賞味ください。

〈0428〉冷凍
白糠漁協イチオシ
白糠特産品セット
〈秋鮭入り〉

15,000 円以上

一夜干しほっけ1枚、一夜干し柳かれ
い1～3枚、一夜干し本ししゃも オス・
メス各 5 尾 、一 夜 干しこまい4 本 、
秋鮭切身4切、
ボイル柳だこ200g、
燻製柳だこ
（醤油味）
スライス150g、
さんまひつまぶし75g 1袋
製造日より冷凍で60日、
冷蔵で2日

白糠を代表する柳だこ・干魚が入った
お得なセット！ ご自宅用やギフトにも
最適です。
［ 事 業 者 ］0397 /北海道フレッシュ
（株） 0138･0651 /（株）藤山水産加工
0428・0518・0520 /白糠漁業協同組合 0482 /白糠印刷（株）

〈0520〉冷凍
白糠漁協イチオシ
白糠特産品セット
〈 時鮭入り〉

19,000 円以上

一夜干し開きほっけ：1枚、一夜干し
柳かれい：1～3枚
（大きさによって枚
数が異なります）、一夜干し本ししゃ
も：オス・メス各5尾、一夜干しこまい：
4本、時鮭切身：4切×1パック、ボイ
ル柳だこ：約200g、燻製柳だこ
（醤
油味）足：180g、
さんまひつまぶし：
75g×1袋
冷凍60日、
冷蔵2日

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

※季節・漁の状況によっ
て内容が変更になる場
合 が ご ざい ま す ので 、
ご了承ください。

5,000 円以上
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加熱すると身がやわらかく
なる
「灯台つぶ」
を塩味で
ボイルしました。
そのまま
食べても、
パスタなどの具
材としても使えます。

全国区の人気！
乳がなりたいチーズを作る

14,000 円以上

［事業者］
0154 /（株）
白糠酪恵舎

12,000 円以上

海産物セット

14,000 円以上

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「白糠酪恵舎（らくけ
いしゃ）
」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。

10,000 円以上

つぶ

春先にロシア海域に北上し豊富なエサを食べ、9月から北海道東沖に戻る脂のり
の良い中でもさらに厳選したものだけをお届けします。刺身の他、みりん漬け、蒲
焼やフライといった様々な食べ方ができます。一味で食べるのも美味しいです。

北海道東沖の肉厚で脂のりの良いほっけを厳選。絶妙な
塩加減と干し加減で美味しく仕上げました。

冷蔵

いわし

干物

チーズ

美味しいチーズは
質の高い生乳から

〈0397〉冷蔵
さ印さんりく もどりいわし

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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〈0422〉冷凍
特製たれ漬えぞ鹿焼肉
ミックス
【300g×2袋】

10,000 円以上

300g×2袋
製造日から冷凍
（-18℃）
で6ヶ月

白糠産えぞ鹿肉を自社で独自開発したえぞ鹿肉酵
素分解エキスを使った特製タレに漬けこみました。ジ
ビエバーベキューを楽しんでください。

〈0425〉冷凍
〈0424〉冷凍
えぞ鹿もも肉スライス
えぞ鹿ロース肉スライス
すき焼き・しゃぶしゃぶ用
【600g】 すき焼き・しゃぶしゃぶ用
【500g】

10,000 円以上

〈0259〉冷凍
高タンパク・
低カロリー・低脂肪

10,000 円以上

600g×1袋
製造日から冷凍
（-18℃）
で6ヶ月

えぞ鹿肉セット

500g×1袋
製造日から冷凍
（-18℃）
で6ヶ月

10,000 円以上

脂身が少なく赤身が多く肉質はきめ細かく繊細。牛肉や豚肉に比べカロリーが1/3と低カロリーで、
タンパク
質は2倍、鉄分は3倍含まれているヘルシーな食材として注目を浴びています。
どうぞ、食卓ですき焼き、
しゃ
ぶしゃぶ、鍋を楽しんでください。

シカロース肉：300g、
シカモモ肉：500g
製造日より冷凍で180日

高タンパク・低カロリー・低脂肪で、
さらに鉄分も豊富な鹿肉のロースとモモをセットにしてお届けします。
道内外の有名レストランにも卸している信頼の品質で安心してお召し上がりいただけます。鹿肉だから
と構えずに、素材の味を活かし塩コショウを振りかけて簡単にお召し上がりください。
※季節・捕獲量によってはお時間をいただく、またはご用意できない場合があります。

10,000 円以上

4種類各1個
（塩味、醤油南蛮味、味噌味、
カレー
味 各30g）
×6パック 計24個

製造日から冷凍
（-18℃）
で1年

〈0418〉冷凍
えぞ鹿肉まん
【8個（4種×2個）】

10,000 円以上

にんじんカレー味：2個、
かぼちゃ味噌味：2個、
ほ
うれんそう醤油南蛮味：2個、
プレーン味：2個 各
110g

〈0420〉冷蔵
えぞ鹿肉しぐれ煮
生姜味・ピリ辛味
各220g×1箱

製造日から冷凍
（-18℃）
で1年

具は道産えぞ鹿肉と道産幻の玉葱「札幌黄」のみで
配合。皮には道産小麦粉に道産野菜パウダーを練
込み、彩りふわふわの生地に仕上げました。

10,000 円以上

各1箱
（220g）
製造日から冷蔵で6ヶ月

化学調味料無添加、昔ながらの伝統的な調理法で
煮込んだしぐれ煮。
ご飯のお供、酒の肴にぴったり！

11,000 円以上

前足肩肉：200g×2パック
ロース：200g×1パック
ステーキ：300g×2パック

製造日より冷凍で1年

鹿肉だからと肩肘張らずに、普通の焼肉と同様に、焼き肉のタレや塩コショウなどでお召し上がりくださ
い。
あらかじめステーキ用・焼肉用とカットされているのでとても便利です。
※季節・捕獲量によってはお時間をいただく、またはご用意できない場合があります。

数多くの え
“ ぞ鹿 が
” 生息してい
る白糠町。鹿肉は、とってもヘル
シ ー で「 高 タ ン パ ク 低 脂 肪 」
。し
か し、
「鹿肉にはクセがある」と
思われがちです。それは、鹿の捕
獲後に森で簡単に処理されたもの
がほとんどで血抜きをはじめとし
た処理が不十分、旨味も半減して
いるためです。一方、
白糠町では、
捕獲後の的確で素早い血抜き処理

〈0419〉冷凍
ミニ鹿まん
【4種類各1個×6パック】

〈0515〉 冷凍
ジビエの
えぞ鹿肉セット

と 内 臓 摘 出 で、 柔 ら か く 臭 み も
まったくないものを提供していま
す。北海道では、道南をはじめと
し た 各 地 で も 鹿 肉 が 獲 れ ま す が、
白糠町には豊富な牧草があり、そ
れを食べて育つえぞ鹿は、身質が
ほ か の も の と ま っ た く 違 い ま す。
肉本来の旨味とコクが楽しめる本
物の鹿肉。是非ご賞味ください。

しらぬかde ぜいたく

振り向けばシカがいる
鹿せんべいで有名な奈良公園のような観光地や動物園にでも行かない
限り、
日常生活ではなかなかお目にかかれない鹿。
しかし、
白糠町では鹿は
日常の一部なのです。町内をドライブすれば、半分以上の確率で出会う
鹿。散歩しているだけでも、
たまに出会う鹿。なんなら家にいても、庭に遊
びに来ちゃう鹿。
まちの面積の大半が森林で、雪の少ない白糠町。たと
え町民が「
“シカ”
ト」
しても、
白糠町の土地を好んで集まってきてしまうのは、
「
“しか”
たのない」
ことなのかも知れませんね…。お後がよろしいようで。

ご寄附者様の
お声

［50代男性］

【えぞ鹿肉セット】
ローストにしていただきまし
た。大変美味しかったです。クセがほとんど
無く、噛めば噛むほど旨味が感じられました。

〈0423〉冷凍
えぞ鹿肉ハンバーグ
【6個（1袋2個×3袋）】

10,000 円以上

130g×6個
（1袋：130g×2個が3袋）

製造日から冷凍
（-18℃）
で6ヶ月

オール道産原料を使った製品です。味の決め手は自社で独自開発したえぞ鹿肉酵素
分解エキスです。
ソースなど一切使わず、そのまま焼いて、鹿肉の旨みをお召し上がり
ください。
［60代女性］

【えぞ鹿肉セット】鹿肉のロース肉をコン
フィに、もも肉をカツにしました。帰省した
子供たちが美味しい！と、
とても喜んでくれま
した。

［30代女性］

【えぞ鹿肉セット】
ジビエ初挑戦の夫が大
絶賛でした！本当に美味しかったのでまたリ
ピートします！

［ 事 業 者 ］すべて/
（株）北海道えぞ鹿ファクトリー
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お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

ジビエブームを
牽引するえぞ鹿肉

高級フレンチでも度々登場する鹿肉。
肉を常温に戻して、
フライパンで表面
に焼き色を付け、オーブンで温めるよ
うに熱を加える。味付けはシンプル
に塩コショウのみ。
これだけで、口の
中に芳醇な旨味と野性味 が広 がる
最上級の味わいが楽しめます。
［ 事 業 者 ］0259・0427 /
（株）馬木葉

えぞ鹿肉

えぞ鹿は厄介者とされてきました。車とぶつかる事故が多数
起こったり、3億5000万円もの農業被害が出た年もありまし
た。被害を抑えるために、農家の方が狩猟免許をとって駆除
を行っていましたが、北海道庁から食肉として流通させる許
可が下り、
いち早く白糠町の
（株）
馬木葉が処理工場を作り、
今では北海道を代表する鹿肉の生産地となりました。

素早い処理で臭みは一切なし、
鹿肉本来の味を堪能

もともとはまちの厄介者だった

〈0427〉 冷凍
えぞ鹿肉のソーセージに
フランクに焼肉セット

10,000 円以上

えぞ鹿肉ソーセージ：8本入り×2袋 えぞ鹿肉フランク：
2本入り×2袋 えぞ鹿肉肩スライス：300g×1袋
製造日から冷凍で6ヶ月

高タンパク・低カロリー・低脂肪、鉄分豊富でヘル
シーミートな鹿肉は、
「お肉の優等生」と言われて
います。簡単にお召し上がりいただける焼肉、
ソー
セージ、
フランクのセットになります。

0515 /（株）
ジビエ

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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〈0510〉冷凍
北海道・白糠町の蝦夷鹿のテリーヌ
【5個】

15,000 円以上

北海道・白糠町の蝦夷鹿のテリーヌ：5個
発送日より30日

〈0511〉冷凍
北海道・白糠町の蝦夷鹿のテリーヌ
【12個】

30,000 円以上

北海道・白糠町の蝦夷鹿のテリーヌ：12個
発送日より30日

北海道の大自然に生まれ、青々とした野山を駆け巡り、のびのびと育つ『蝦夷鹿』。大自然の
中、山草などの栄養豊富な餌を食べ、
すくすくと育ち、脂肪分の少ない引き締まった肉が出来

上がります。
そんな恵まれた環境下で育った
『蝦夷鹿』が東京・広尾のフランス料理店レストラ

〈0514〉冷凍
北海道・白糠町の蝦夷鹿のテリーヌ
【6個】
と
蝦夷鹿のソーセージ【4本×2パック】

30,000 円以上

北海道・白糠町の蝦夷鹿のテリーヌ：6個
蝦夷鹿のソーセージ：4本×2パック

ンマノワによって、高レベルのジビエへと昇華します。新感覚のジビエの美味しさをご堪能く

発送日より30日

ださい。

〈0636〉常温
【東京・広尾】
マノワオリジナル
フォアグラフレンチ
たいやき最中・
紫蘇コンフィチュール付き

〈0504〉常温
レトルト鹿肉ミートボール

〈0502〉常温
レトルト鹿肉カレー

10,000 円以上

10,000 円以上

180g×6袋
製造日より常温で1年

油で揚げていないヘルシーなミートボールです。
カツオと昆布のあっさり和
風だしで、鹿肉の旨味をお楽しみください。

180g×6袋
製造日より常温で1年

とろとろに煮込んだ鹿肉、ジャガイモと人参がゴロゴロと入った、食べ応え満
点のスパイシーカレーです。

〈0679〉常温
えぞ鹿担々醤
【150g×3袋】

〈0639〉常温
【東京・広尾】
マノワオリジナル
鍛高譚のシソの産地
赤紫蘇とブルーベリー
のチーズケーキと
エゾ鹿のテリーヌセット
（各6個）

30,000 円以上

10,000 円以上
150g×3袋
製造日より1年

30,000 円以上

フォアグラのテリーヌ 6個
たいやき最中の生地 6個
白糠町の赤紫蘇ブルーベリーコンフィチュール 1瓶
白糠町の青紫蘇桃コンフィチュール 1瓶

赤紫蘇ブルーベリーのチーズケーキ 6個
エゾ鹿のテリーヌ 6個

全て発送日から90日

全て発送日から90日

〈0637〉常温
【東京・広尾】
マノワオリジナル
鍛高譚のシソの産地
赤紫蘇とブルーベリーの
チーズケーキ 6個

15,000 円以上

〈0638〉常温
【東京・広尾】
マノワオリジナル
鍛高譚のシソの産地
赤紫蘇とブルーベリーの
チーズケーキ 12個

赤紫蘇ブルーベリーのチーズケーキ 6個
90日

30,000 円以上

赤紫蘇ブルーベリーのチーズケーキ 12個
90日

〈0516〉冷凍
えぞ鹿肉おつまみセット

10,000 円以上

スモークハム：50g×2パック
生ハム：50g×2パック
ソーセージ：200g×2パック
ベーコン：200g前後×1パック

製造日より冷凍で1年

あらゆるお酒との相性が良い、鹿肉のおつまみセットです。

凝縮した鹿肉の旨味と唐辛
子＆胡椒の辛さ、山椒の痺
れ が特徴の万能調味料で
す。麻 婆 豆 腐 や 茹 で麺 に、
パスタ、サラダなどお料理の
トッピングも使えます。

〈0678〉常温
えぞ鹿麻辣醤
【150g×3袋】

10,000 円以上
150g×3袋
製造日より1年

北海道の滑らかでミルキーなクリームチーズを使用

1点もの、天然鹿角から作られています
〈0669〉常温
鹿角ブレスレット

12,000 円以上
ブレスレット1本

〈0147〉常温

滋養強壮・肉体疲労に

えぞ鹿の宝

34,000 円以上
ネックレス1本

［ 事 業 者 ］0668・0669 /（株）北海道えぞ鹿ファクトリー 0510･0511･0514 ･0636 ･0639･0637･0638 / レストランマノワ
お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

10,000 円以上

10,000 円以上

〈0668〉常温
鹿角ネックレス ロング
50ml×7本
製造日より2年

中国の古い薬物書に記録があるほど昔から滋養強壮剤として使用されている
鹿。
その鹿のエキスを使ったドリンク。
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〈0128〉常温
鹿肉缶詰セット

［ 事 業 者 ］0128 /（株）馬木葉 その他すべて /（株）北海道えぞ鹿ファクトリー

鹿肉缶詰
（醤油味：160g×2個、
味噌味：160g×2個、
カレー味：160g×2個）
製造日より１年

町内で捕獲したえぞ鹿を醤油味、味噌味、
カレー味の缶詰に。下処理をしっかり
としているので、臭みはまったくありません。

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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羊肉

〈0443〉冷蔵
骨付きラム肉ステーキセット
【300g×1パック、オリジナルスパイス10g】

9,500 円以上

骨付きステーキ：300g（ラムチャップ（骨付きのロースバラ）2本
とスペアリブ1～2本）、
オリジナルスパイス：10g

えぞ鹿肉原料のペットフード
「栄養プラス」ナチュラルペットフードシリーズは「えぞ鹿肉」を原料に、
獣医師の意見を取り入れて開発した高機能ペットフードです。
ヘルスケア

〈0442〉冷蔵
焼肉用ラム肉スライス
【250g×2パック、オリジナルスパイス10g】

12,500 円以上

モモ、肩、バラの部位を少し厚切りにスライスしました。
ジューシーで柔らかい羊肉をご賞味ください。

ロースの柔らかさとバラの甘味を感じる脂の旨みをお楽
しみください。

〈0433〉常温
えぞ鹿バター
ハナ＆パッドケアー
【30g×3缶】

12,000 円以上
1缶30g×3缶

ペットの乾燥鼻、肉球にどうぞ。

発送日より8日～10日

〈0153〉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

11,000 円以上

27,000 円以上

焼肉用ラム肉スライス：600g×2パック、
オリジナルスパイス：10g
発送日より8日～10日

4～5人向けセットとして焼肉用スライス600g×2パックを
お届けします。

〈0497〉冷凍
羊肉・鶏肉・豚肉の味付焼肉セット
【2.6kg】

味付羊肉
（らむじん）
：1kg×1個 ※オーストラリア産
味付鶏肉
（鳥じん）
：900g×1個 ※ブラジル産
味付鹿肉ピリ辛焼肉用：300g×1個 ※白糠産

製造日より冷凍で60日

３種の肉を北海道のソウルフード、ジンギスカンのオ
リジナルダレに漬け込みました。白糠町民が愛する
自慢の焼き肉3種です。

【約10cm×3本】

12,000 円以上
約10cm×3本

えぞ鹿の先端部分の角をカットした「枝角」です。
ペットのおもちゃにもどうぞ。

〈0435〉常温
低分子ペプチドパウダー
（えぞ鹿肉酵素分解物）
【60g】

12,000 円以上
1袋10本入り×4袋
製造日から2年

20,000 円以上

ペットのおやつに、口臭予防にも効果があります。

〈0431〉常温
えぞ鹿肉ジャーキーフレーク
（肝臓・腎臓入）
【50g×3袋】

12,000 円以上
50g×3袋
製造日から6ヶ月

鉄分不足なペットに、是非お試しください。

ペットフード

60g×1ボトル
製造日から2年

鹿肉由来の天然成分でありながら豊富なアミノ
酸、
ミネラル成分、
ビタミンBを含みさらに血圧上
昇抑制効果のあるACE阻害作用があります。

〈0436〉常温
えぞ鹿肉タンパク質粉末【90g】

20,000 円以上

90g×1ボトル
直射日光、
高温多湿を避けて常温保存で2年

栄養たっぷり且つ消化しやすい栄養補助食品
です。

味付羊肉
（らむじん）
1kg×1個 ※オーストラリア産
味付鶏肉
（鳥じん）
900g×1個 ※ブラジル産
味付豚肉
（ぶたじん）
700g×1個 ※北海道産

冷凍で60日

ジンギスカンと言えば一般的に羊肉ですが、そのタレで鶏
肉と豚肉に味付けをしたのが「鳥じん」
「豚じん」です。白
糠を代表する自慢の白糠オリジナル焼肉3種セットです。

95,000 円以上

サイズ：約1m×70cm前後

★数量限定

ムートンとは、刈られた羊毛と毛皮が一体になったものです。
イン
テリアとしてラグのように敷いたり、
ソファーに敷くなど、羊毛の暖
かさはもちろんのこと、心地良い手触りやモフモフ感は絶品です。
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牧場直営レストラン
「Cuore」が
ミシュラン選定

〈0434〉常温
えぞ鹿カット角

〈0430〉常温
ナマコ入鹿肉ペースト
【10本×4袋】

12,000 円以上

〈0490〉
「ムートン」
羊まるごと研究所・酒井さん製

［ 事 業 者 ］0442 ・0443・0444・0445 /
（有）茶路めん羊牧場

冷涼で、草資源の豊富な白糠は羊
の飼育に適しています。羊の生産
から加工販売までを一貫して行
い、原料を冷凍せずにチルドパッ
クでお届け。

焼肉用スライス：600g×1パック、骨付きステーキセット：
600g×1パック、
オリジナルスパイス：10g

〈0444〉冷蔵
ラム肉焼肉セットA【600g×2パック】

※消費期限の前に冷凍保存していただい
ても問題ありません。

〈0445〉冷蔵
ラム肉焼肉ステーキセットA【600g×2パック】

4～5人向け。焼肉用スライスと骨付きステーキセットをお届け
します。

ペットサプリメント

焼肉用ラム肉スライス：250g×2パック、
オリジナルスパイス：10g
発送日より8日～10日

発送日より8日～10日

30,000 円以上

トリーツ

0153 /
（有）
とみやストア、
（株）
馬木葉

国内に流通する羊肉のうち国産はわず
か0.6％。とても希少な国産の羊肉のう
ち、50％以上が北海道産です。冷涼で
草資源も豊富な白糠町は、羊の飼育に
適しており、良質な羊肉が生産されてい
ます。なかでも飼育から調理まで一貫し
て行っている
「茶路めん羊牧場」直営の
「ファームレストランCuore」は、
「ミシュ
ランガイド北海道2017特別版」で「ビブ
グルマン」に選定されており、羊本来の
味わいを堪能できる逸品が味わえます。

0497 /
（有）
とみやストア 0490 /羊まるごと研究所

お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

〈0756〉常温
えぞ鹿肉スープ＆加熱済肉
【6点セット】

12,000 円以上

えぞ鹿骨肉スープ
（肉入）
200g×2袋、
えぞ鹿骨肉
スープ200g×2袋、加熱済柔らかえぞ鹿肉200g
×1袋、加熱済えぞ鹿肉ミンチ肉200g×1袋
製造日から冷凍
（-18℃）
で1年

高機能ペットフードをセットでご用意しました。

［ 事 業 者 ］ すべて /（株）北海道えぞ鹿ファクトリー

〈0432〉常温
えぞ鹿肉ジャーキー
フレーク
（ナマコ入）
【50g×3袋】

12,000 円以上
50g×3袋
製造日から6ヶ月

コラーゲンたっぷり、ケガ予防にどうぞ。

〈0437〉常温
純ナマコ粉末【90g】

20,000 円以上

90g×1ボトル
直射日光、
高温多湿を避けて常温保存で2年

軟骨成分に欠かせない成分がふんだんに含ま
れています。走るのが大好きなワンちゃんやお
年を召したペットに！

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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〈0573〉
しそ焼酎20°鍛高譚
［720ml］
【2本】
炭酸水500ml
【8本】

6,500 円以上

9,000 円以上

幸運の「金のタンタカ」

〈0583〉
鍛高譚の梅酒
［500ml］
【4本セット】

発売25周年を迎えた2017年に合同酒精は主人公のタンタカ
（カレイ）
を大きく目立たせ、
「北海道白糠町特産しそ使用」
と
表記し、
ラベルのリニューアルを実施。その際、1,000本に1本
の割合で、
タンタカ
（カレイ）
が金色になっている
“激レア”
シーク
レットラベルが誕生した
（720mlのみ）。
もしかすると、
ふるさと納
税で頼んだ鍛高譚で
「金のタンタカ」に出会えるかも？2022年
12月に発売30周年を迎える鍛高譚。今後も目が離せない。

8,500 円以上
500ml×4本

350ml×6本

しそ焼酎20°
鍛高譚箱無し：720ml×2本
炭酸水：500ml×8本

〈0574〉
しそ焼酎20°鍛高譚
［720ml］
鍛高譚の梅酒
［720ml］
炭酸水500ml
【8本】

7,000 円以上

しそ焼酎20°
鍛高譚箱無し：720ml×1本
鍛高譚の梅酒：720ml×1本、炭酸水：500ml×8本

〈0575〉
しそ焼酎20°鍛高譚
［720ml］
鍛高譚の梅酒
［720ml］
ふわっとば
［300g］
鮭とばイチロー
［300g］

19,500 円以上

しそ焼酎20°
鍛高譚箱無し：720ml×1本、
鍛高譚の梅酒：720ml×1本、
ふわっとば：300g、
鮭とばイチロー：300g

7,500 円以上

鍛高譚の梅酒：720ml×1本
鍛高譚の梅酒カロリーオフ：720ml×1本
Tantakatan Shiso：350ml×1本

〈0589〉
鍛高譚の梅酒
カロリ－オフ
［500ml］
【4本セット】

720ml×4本

500ml×4本

10,500 円以上

〈0595〉
赤鍛高譚パック
［500ml］
【4本セット】

7,500 円以上
500ml×4本

5,000 円以上

〈0598〉
赤鍛高譚パック
［900ml］
【4本セット】

11,500 円以上
900ml×4本

720ml×4本

〈0036〉
鍛高譚の梅酒
［1800ml］
【2本セット】

〈0336〉
鍛高譚3種セット
［500ml］
【6本セット】

1,800ml×2本

〈0001〉
鍛高譚
［720ml］
【4本セット】

10,000 円以上
720ml×4本

〈0002〉
鍛高譚
［1800ml］
【2本セット】

10,000 円以上
1,800ml×2本

鍛高譚・鍛高譚の梅酒のセット

〈0035〉
［720ml］
【4本セット】

鍛高譚：1,800ml×1本、
鍛高譚の梅酒：1,800ml×1本

鍛高譚：720ml×2本、
鍛高譚の梅酒：720ml×2本

11,000 円以上

であり、アイヌ語でカレイを意味
する言葉。昔、鍛高地区までカレ
イが遡ったことを意味しています。

〈0037〉
［1800ml］
【2本セット】

12,000 円以上

鍛高譚：500mlパック×
2本、鍛高譚の梅酒カ
ロリー25％オフ：500ml
パック×2本、赤鍛高譚：
500mlパック×2本

白糠町のしそ焼酎

12,000 円以上

14,000 円以上

10,000 円以上

おらがまち自慢！

〈0034〉
鍛高譚の梅酒
［720ml］
【4本セット】

１９９１年、自家栽培の紫蘇を原料
につくったジュースで焼酎を割っ
て飲んでいた白糠町民が、白糠町
の特産品として紫蘇の焼酎を製品
化できないかと役場に相談したこ
とが鍛高譚のはじまり。翌年に製
品化され、２００６年には町内で
も購入できないほどに。今や全国
で目にすることができる大ヒット
焼酎となった。
「鍛高」とは、原材
料である白糠町内の紫蘇の産地名

〈0576〉
鍛高譚の梅酒［720ml］
鍛高譚の梅酒カロリ－オフ
［720ml］
Tantakatan Shiso［350ml］

〈0586〉
鍛高譚の梅酒
カロリ－オフ
［720ml］
【4本セット】

たんたかたん

「鍛高譚」
皆様ご存知、紫蘇焼酎「鍛高譚」
！ソフトな口当たりと紫蘇の
爽やかな香りが特長の、発売から2022年12月で30年を迎
えるロングセラー商品です。
「鍛高譚が飲める店」
とwebで検
索するとまとめサイトが表示され、今や全国各地で飲むことが
できる鍛高譚に、
白糠町民は
“鼻高々”
なんですが、鍛高譚の
原材料の紫蘇が白糠町のものだと知っている人は案外少な
いようです。広報活動なのかは定かではありませんが、町外の
お店で鍛高譚を見つけた白糠町民は、
ついつい鍛高譚を注
文してウンチクを語りたくなっちゃうんだとか。
「鍛高ってのは、
そもそも地名でさ・
・
・」
と聞こえてきたら、
その人はきっと白糠町
民。鍛高譚の
“へぇ～！”
な話が聞けちゃうかも!?

［ 事 業 者 ］すべて/ 合同酒精（株） すべて
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〈0526〉
鍛高譚2種
［900ml］
飲み比べセット
【4本セット】

12,000 円以上

鍛高譚：900ml×2本、
赤鍛高譚：900ml×2本

〈0407〉
TAN・TAKA・
TAN GIN
（鍛高譚ジン）
［700ml］

10,000 円以上
700ml×1本

常温

お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

〈0577〉
しそ焼酎20°
鍛高譚パック
［1800ml］
【2本セット】

10,000 円以上
1800ml×2本

鍛高譚

父の日 · 母の日 · 敬老の日 · クリスマス · バレンタインデー
· ホワイトデーのメッセージカードをご要望により同梱しますの
で、シーンに合わせて贈り物などにご利用ください。

〈0592〉
Tantakatan
Shiso
［350ml］
【6本セット】

鍛高譚のはじまりは町民がつくった
紫蘇ジュースの焼酎割

ギフトにお使いください

〈0580〉
しそ焼酎20°
鍛高譚Sパック
［900ml］
【2本セット】

5,500 円以上
900ml×2本

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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10,000 円以上

〈0426〉 冷凍
「レストランはまなす」の選べる洋食
ソースセット
【4種類の中から3個】

えぞ鹿肉のハヤシソース：180g×1個、
柳だこのミートソース：170g×1個、
ラム
肉とゴボウのミートソース：150g×1個
製造日より冷凍で90日

10,000 円以上

えぞ鹿肉のハヤシソース・柳だこのミートソース・ラム肉とゴ
ボウのミートソース・ラム肉のキーマカレーの4種類の中か
ら、
お好きなソースを3個お選びいただけます。
製造日より冷凍で90日

地元食材を知り尽くした「レストランはまなす」のシェフが白糠の名産品を使ってソースを作りました。
愛情のこもった味です。

〈0156〉 冷蔵
シェフのこだわりプリンセット

〈0356〉 冷蔵
シェフのこだわりプリンセット
【選べる5種類 計6個】

10,000 円以上

生乳と卵、白糠酪恵舎のチーズを使ったプリン。
地元の食材を知り尽くしたシェフの技が光るス
イーツです。

無農薬・無肥料・
自然栽培・白糠産

7,000 円以上

2食入り×2個
製造日より冷蔵で7日

観光バスも立ち寄る1949年から続く老舗ラーメン店。“ばーちゃ
ん”の時代から受け継がれてきた人気の細麺と醤油味のスープ
をご家庭でも。

発送日より2ヵ月

自然栽培により、農薬・肥料は一切使用しておりません。
うっすらピンク色の皮が特徴。皮ごと食べられますので、皮
の周りのビタミンなどの栄養素を余すところなく摂取できま
す。新じゃが特有の甘みと香りがあり、水分量が多く、
クリー
ミーな口当たり。熟成が進むと甘みが増えて美味です。

冷凍

10,000 円以上

しそ焼酎「鍛高譚」の紫蘇の産地である白糠町ならではの赤
紫蘇のジュレを使った紫蘇プリンと、白糠酪恵舎の「リコッタサ
ラータ」を使用し、チーズのコクと塩分が甘さをより引き立てる
チーズソルトプリンのセット。白糠愛がたっぷり詰まっています。

冷蔵

10,000 円以上

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
ブルーベリー：製造日より冷蔵で7日、
ジャム：製造日より冷蔵で30日

寒暖差のある地域で栽培された農薬・化学肥料不使用のブ
ルーベリー。風味豊かな手作りジャムをセットにしました。

※４月〜７月中旬まで受付、発送時期は８月上旬〜９月下旬となりま

す。ただし収穫の状況によっては前後することがございます。

〈0178〉常温
鍛高ラムネ
（青・赤）
200ml×30本入り
（組み合わせは自由）
製造日より180日

北海道産の牛乳と卵を使った濃厚なアイスプリンに、白糠産の
甘さ控えめのオーガニックブルーベリーソースをかけました。

500ml×１
土中の有機物を分解し、
栄養を吸収しやすくする
酵素を用 いた植物活性
剤です。ガーデニングや
切り花 へ の 効 果 が 期 待
できます。

紫蘇プリン：90g×3個、
チーズソルトプリン：90g×3個 計6個
製造日より冷蔵で7日

10,000 円以上

100g×6個
製造日より冷凍で1年

〈0314〉
花 ここから

10,000 円以上

農薬・化学肥料不使用 ブルーベリーセット

5kg（じゃがいもの大きさによって個数が変わります
が、1kgあたり10～13個ほどです）

少し甘めの赤と、スッキリとした味わいの青。
２００７年に発売さ
れて以来大人気で、地ラムネ日本一に輝いたこともある“紫蘇
香るまち白糠”の逸品です。

〈0315〉
大地の雫 ここから

〈0631〉 常温
「この豚丼のたれ」のおかき 1袋

13,500 円以上

500ml×１
天 然 素 材 だけを使 用し
ているので安心して作物
に使えます。土壌を改良
して、大きく味の濃 い作
物が育ちます。

1,000 円以上
80g×1袋

「この豚丼のたれ」の甘くて
濃厚な味わいが、おかきと
の相性にピッタリです！

製造日より30日間

〈0653〉 常温
「この豚丼のたれ」のおかき 5袋

5,000 円以上
80g×5袋

製造日より30日間

［ 事 業 者 ］0156・0157・0356・0426 /（有）
はまなす 0345 /ホテルまつや 0481 /
（株）
もりもりふぁ～む 0127・0247 /North Berry Land
0178・0631・0653 /（株）
白糠町振興公社 0314・0315 /北海道活性酵素研究会
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11,000 円以上

〈0345〉 冷蔵
ぷりんのこころ
【2種類×3組】

〈0247〉

※9月下旬から受付開始～なくなり次第終了

13,500 円以上

半世紀続く人気店「やはた」のスープと細麺が自慢のラーメン
と、白糠産のたこを使ったカレーをセットにしました。

〈0165〉 冷蔵
やはたお持ち帰りらーめん

製造日より冷蔵で7日／商品到着後3日以内

〈0481〉 常温
じゃがいも
（さやあかね）
【5kg】

〈0127〉
カタラーナ

ラーメン
（醤油味）
：2食入り×1個、
たこカレー：220g×2個
ラーメン：製造日より冷蔵で7日、
カレー：製造日より常温で1年

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、
白いブルーベ
リープリン90g、
チーズ好きのためのプリン
90gからお好きな6個をお選び頂けます。

製造日より冷蔵で7日／商品到着後3日以内

〈0158〉 冷蔵
やはたらーめん・たこカレーセット

10,000 円以上

10,000 円以上

白いチーズプリン90g×２個、黄色いチーズプリン
90g×２個、生キャラメルプリン90g×２個 計６個

アラカルト

〈0157〉 冷凍
「レストランはまなす」の
洋食ソースセット

お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

〈0494〉 冷凍
究極のもりもり納豆

〈0533〉 冷蔵
たかはしさんの新鮮たまご30個

7,500 円以上

無農薬・無肥料・自然栽培・白糠産

10,000 円以上

黒千石納豆
（小粒）
：70g×3パック、黒大豆納豆
（大粒）
：70g×
2パック、
鞍掛納豆
（大粒）
：70g×1パック

冷凍保存：60日 冷蔵保存：2週間

【自然栽培】により、農薬・肥料は一切使用しておりません。その
為、大豆特有のえぐみが無く、大豆本来の味わいを楽しめます。
天日で乾燥させております。
まずは醤油を入れずにそのままで、
ご飯にのせてもお酒のおともにも抜群です。

Ｌサイズ30個 (10個×3パック)【1,500g以上】
生食：産卵から2週間

ケージ飼いとは違い、鶏舎内から屋外に自由に出入りできる放し
飼いのため充分な運動量が確保でき、ストレスフリー！高橋農園
のニワトリたちは、山と緑に囲まれた自然豊かな大地でのびのび
と育てられています。

〈0163〉 冷蔵
この豚丼 ごちそう便セット

10,000 円以上

阿寒ポーク：
（40g×4枚）
×3袋、
この豚丼のたれ：
200ml×1本、
ねぎ油：15g×1個、
粉山椒：3パック

阿寒ポーク：製造日より冷蔵で7日、
たれ：製造日より
常温で1年

2000年に北海道「道の駅弁」第1号に認定された
「道の駅しらぬか恋問」の名物「この豚丼」をご自宅
でも味わいたいとのリクエストにより作られました。
やわらかくジューシーな阿寒ポークと特製ダレがご
飯によく合います。

〈0359〉 常温
この豚丼のたれ【3本】

9,000 円以上
200ml×3本

製造日より常温で1年

〈0438 〉 常温
この豚丼のたれ【12本】

19,000 円以上
200ml×12本

製造日より常温で1年

豚丼の本場北海道十勝地方からも食べに来るほど人気の、肉厚なのに柔らかくジューシーな阿寒
ポークを使用した豚丼。
その人気は豚肉にもありますが、一番はご飯にもお肉にも良く合う、たまり
醤油に沖縄産の黒砂糖でつくった特製のたれ。たれのみをお礼の品にしてほしいとのご要望によ
り、お礼の品にラインナップしました。
［事業者］
0165 /（有）矢幡製麺所 0158 /（有）矢幡製麺所、
（有）
マルツボ 0533 /高橋農園
0494 /（株）
もりもりふぁ～む 0780 /（株）
白糠精肉加工場 0163・0359・0438 /（有）松花

〈0780〉 冷凍
北海道産牛を100％使用
牛タン入り手捏ねビーフハンバーグステーキ

10,000 円以上

ハンバーグステーキ150g×11個、濃厚デミグラスソース50g×11個
ハンバーグステーキ：製造より冷凍で1年半
濃厚デミグラスソース製造より冷凍で1年

北海道産牛は肉質が柔らかで、きめ細かく、濃厚な旨みが特徴
のお肉です。お肉のうまみを引き立てる、芳醇な味わいのコク旨
デミグラスソース付きの北海道産ビーフハンバーグステーキをお
召し上がりください。

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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白糠町出身の歌手 喜多島麻鈴のシングルCD

〈0058〉
えぞ鹿ハンティング体験

白糠町出身の歌手 夏木えいじのシングルCD

70,000 円以上

利用条件が記載された体験チケット1枚
利用可能人数：
１〜4名

発行日より1年

ベテランハンターに同行し、えぞ鹿ハンティングを見学。撃つこと
はできませんが、鹿を見つけたときの緊張感や仕留めた瞬間な
ど、狩りの醍醐味を臨場感たっぷりに味わえます。

−4thシングル−

〈0059〉
えぞ鹿ハンティングガイド
このハンティングは、
自然環境のバランスを考えながら捕獲しており、
いただいた命は、無駄なく利用しています。
【注意事項】 ※宿泊される場合のホテル代や食事代は含まれません。※日程・集合場所などを事前に打合せいただ
き、
ご不明な点はお問い合わせください。※狩猟の成果を保証するものではありません。
※チケットはいかなる場合に
おいても再発行いたしません。※チケットは現金との引換はできません。※事業者により安全確保への配慮は行ない
ますが、体験プログラムによってはケガをする可能性もあります。運営会社が独自に主催するため、
当町では体験プログ
ラムに伴う一切のトラブルの責任を負いかねますことを予めご了承ください。※天候不良等により安全確保ができない
ときは、
やむを得ず中止する場合があることを予めご了承ください。※キャンセルについては予約時にご確認ください。
ご予約者様の都合で、催行日にご参加いただけない場合は権利失効になります。

4,000 円以上

（狩猟免許所持者向け）

170,000 円以上

利用条件が記載された体験チケット1枚
発行日より1年

〈0331〉
雨のボレロ
【喜多島麻鈴】

〈0330〉
石炭岬は汐風岬
【喜多島麻鈴】
−2ndシングル−

4,000 円以上

〈0333〉
おもいで達に
囲まれて
【夏木えいじ】

4,000 円以上

［マスクサイズをお選びください］
大
（横約21cm・縦約14cm）
小
（横約19.4cm・縦約11.5cm）
［生地色をお選びください］紺・緑・生成

〈0231〉
レストランはまなす食事券（白糠食材コース料理）

170,000 円以上

レストランはまなす食事券：2名様分
※食材は季節により異なります。※定休日：水曜日
（月２回の連休あり）

〈0569〉
釣り人・玄人向け！チャーター船での船釣り体験

発行日より1年

【12名様まで同時利用可能】

340,000 円以上

【注意事項】 ※お申込みは、
ご利用の１カ月前までにお願いいたします。※体験可能期間は5月〜9

利用条件が記載された体験チケット1枚、利用可能人数：最大12名
発行日より1年

月です。※朝４～５時に白糠漁港を出港し13時に漁場を出ます。※釣果を保証するものではありま

好漁場である白糠沖で船釣り体験をお楽しみいただけます。主に経験者
を対象としているため、釣り竿やエサなどすべての道具を用意してください
（有料で貸し出しも対応していますが、事前に事業者にご相談ください）。
漁師の船長が絶好のポイントにご案内します。

せん。※宿泊される場合のホテル代や食事代は含まれません。※日程・集 合 場 所などを事 前に打
合 せいただき、
ご不明な点はお問い合わせください。※天候不良等により安全確保ができないと
きは、やむを得ず中止する場合があることを予めご了承ください。※チケットはいかなる場合において
も再発行いたしません。※チケットは現金との引換はできません。※事業者により安全確保への配
慮は行ないますが、体験プログラムによってはケガをする可能性もあります。運営会社が独自に主催
するため、当町では体験プログラムに伴う一切のトラブルの責任を負いかねますことを予めご了承く
ださい。※ご予約者様の都合で、催行日にご参加いただけない場合は権利失効になります。

日本郵便 郵便局のみまもりサービス
「みまもりでんわサービス」

〈0232〉
レストランはまなす食事券（白糠食材コース料理・道産ワイン付）

80,000 円以上

レストランはまなす食事券：2名様分
※食材は季節により異なります。※定休日：水曜日
（月２回の連休あり）
発行日より1年

「美味しいまち白糠を食べよう」をコンセプトにした、町民に長く愛されている名
店。
ワインが豊富で、
ソムリエ資格を持つシェフがワインとともに食材のストーリー
を交えて接客いたします。白糠産の羊肉やシカ肉、チーズ、野菜などを使った多
彩な料理をご堪能ください。

6ヶ月

【注意事項】 ※みまもりを受ける方が、
白糠町に居住していることが必要です。※みまもりを受ける
方や、
メールでの報告を受ける方の利用同意が事前に得られていることが必要です。※お申込み
後、
サービスの利用規約及び重要事項に同意いただけない場合やサービスをご利用になられる方
の都合その他の事由により、
サービス提供がされない場合があります。
この場合でも、寄附金を返金
することはいたしませんので、
ご了承ください。
（ 利用規約及び重要事項についてはお近くの郵便局
にて必ずご確認ください）※寄附金の入金確認後、契約書類を郵送させていただきますので、必要
事項をご記入の上、
ご返送をお願いいたします。なお、契約書類郵送のため、
ご登録いただいた氏
名、住所、電話番号等の情報が、
日本郵便株式会社に提供されます。

52

日本郵便 郵便局のみまもりサービス
「みまもり訪問サービス」
6ヶ月

〈 0 2 5 3 〉 58,000 円以上

12ヶ月 〈 0 2 5 4 〉

116,000 円以上

ふるさと白糠町で暮らす親御さまのご自宅に、郵便局社員等が毎月１回訪問
し、生活状況を確認して、その結果をご家族さまへお知らせするサービスです。

0253・0254・0255・0256 /日本郵便（株）

お礼の品の種類や時期にもよりますが、原則、
ご入金から30営業日以内にお届けします。時間・着日指定もできますので、
お申し付けください。不在日がある場合のご連絡もお願いします。

ホテルまつや宿泊券1枚
（1泊2食） バストイレ付洋室シングルタイプ
1泊2食
（夕食は白糠町の食材を使用したコース料理）

発行日より1年

〈0749〉
ホテルまつや宿泊券
【1泊2日素泊まりプラン】
避暑に最適！釧路空港から20分、エアコン不要の夏日が年平均5日の白糠町で
涼しく快適な夏をいかがでしょうか。見た目や立地はビジネスホテルですが、
ここ
ろのこもったおもてなしと大浴場が旅の疲れを癒してくれます。地物食材を主に、
その美味しい食べ方を知り尽くしたシェフの料理もとても人気です。
ご旅行はもち
ろん、
ワーケーションとしても是非ご利用ください。

54,000 円以上

ふるさと白糠町で暮らす親御さまに、毎日お電話（自動音声）で体調確認を
行い、その結果をご家族さまへお知らせするサービスです。

50,000 円以上

ホテルまつや宿泊券1枚
（1泊2日） バストイレ付洋室シングルタイプ
発行日より1年

〈 0 2 5 5 〉 27,000 円以上

12ヶ月 〈 0 2 5 6 〉

〈0752〉
ホテルまつや宿泊券
【1泊2食白糠食材コース料理付プラン】

22,000 円以上

（固定電話コース・携帯電話コース）

0568・0569 /白糠フィッシングクラブ

アイヌ文様は代々ひと家族にひとつの文様が受け継がれています。文様を見ればその
人が誰なのかひと目でわかります。その祖先から繋がれた文様を白糠アイヌ協会会員
がアレンジ。
「ウレシパチセ」の炉端で
「アイヌ文様手縫い刺繍入りマスク」を作りました。

50,000 円以上

利用条件が記載された体験チケット1枚、利用可能人数：最大5名
発行日より1年

［ 事 業 者 ］0058・0059 /（株）馬木葉

4,500 円以上

5,000 円以上

狩猟歴20年のハンターと一緒に車で獲物を探します。捕獲後は、
衛生的に内臓を摘出し、剥皮、大バラシ、抜骨を行います。

【5名様までご利用可能 道具レンタル無料】

4,000 円以上

〈0334〉
北そだち
【夏木えいじ】

〈0790〉
アイヌ文様マスク

利用可能人数：
１名

〈0568〉
ファミリー向け船釣り体験

〈0332〉
別れの
ベイサイドホテル
【夏木えいじ】

〈0685〉
第9回 港inしらぬか花火大会

36,000 円以上

特設観覧席

利用条件の記載されたチケット1枚 当日含まれる内容：特設観覧席
（テーブル、
イ
ス付き）1組
（4席）
分、
お弁当4名様分、
駐車場1台分

2023年の開催当日限り

「港inしらぬか花火大会」を特設観覧席で、ごゆっくりとご観覧いただけます。
200mという至近距離で10,000発の花火が頭上で花開き、体中に響く音も迫力
満点です。

〈0531〉
「食事処やまかん」
食事券

10,000 円以上

「食事処やまかん」食事券・3,000円分
発行日より1年

太平洋が一面に広がるロケーション、夏場には外
のテラスでそれらを眺めながら炭火焼が楽しめ
ます。室内（通年） は、鍋物、刺身盛合せ、
カニ盛皿、
ご飯もの、その他が、テラス
席（夏場）では、様々な旬の魚介類の焼き物、
カニ盛皿、ご飯ものなどが楽しめま
す。※いずれもコース料理となります。
テラス席はご相談ください。

［ 事 業 者 ］0330 ・0331 ・0332・0333・0334 /栄三郎商店 0790 /白糠アイヌ協会 0752・0749 /ホテルまつや
0531 / 食事処やまかん 0231・0232 /（有）はまなす 0685 /栄三郎商店（港inしらぬか花火大会実行委員会）

〈 0 0 0 0 〉商品番号

内容量・入数

賞味・消費・有効期限

※産地表記のないものは北海道産または国産になります。
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寄附者様から
飲食店への

How To

ふるなび美食体験［利用法］
STEP

ふるなび美食体験 × 白糠町

直接ご予約ではなく、
「ふるなび」との日程
調整になります

お食事体験型返礼品

1 選ぶ

「お店でふるなび美食体験」のお礼の品よりお選び下さい。
白糠町では個性豊かな25店の飲食店とのお礼の品がございます。

STEP
［丸の内／フレンチ］

サンス・エ・サヴ―ル

ふるなび美食体験 × 白糠町

提供店リスト

お食事体験が出来る店舗はこちら

東京一望の丸ビル35階。

地域食材を用いたコースが主に都内の飲食店で食べられる
注目のお礼の品「ふるなび美食体験」。
白糠町公認の地域食材応援店舗でお食事を体験することができます。
白糠食材を心ゆくまでお楽しみください。

STEP

3 ご予約

※寄附のご入金が確認でき次第のご案内となります。

日本店

STEP

特産品ランチコース

70,000 円〜

2 ご寄附

お選びいただいたお礼の品を
「ふるなび」
よりご寄附ください。

寄附後、
「 ふるなび」から予約日時のお伺いメールが届きますので、
日程調整をしてください。

南仏の名店「ル・ジャルダン・デ・サンス」の

特産品ディナーコース

～都市部と地方をつなぐ美味しい体験～

「ふるなび美食体験」
の目的

4 お食事

予約日に飲食店へお越しいただき、
お食事をお楽しみください。

こちらのお礼の品は「ふるなび」よりお申し込みいただけます

・ふるさと納税をきっかけとした地域事業者と
都市部の恒久的関係性を創出する
・新型コロナウイルスの影響で人流が減少し、
販路を失い苦境に立つ地域事業者と飲食店、
両者への支援に繋げる

110,000 円〜

お食事体験
PICKUP
［元町・中華街／イタリアン］

［谷町6丁目／イタリアン］

インパスト

イル・チェントリーノ

横浜・元町の少し懐かしい、
そして楽しい”町イタリアン”

ミシュランガイド掲載。
古民家を全改築した店内で唯一無二の
イタリア料理を

ランチ・ディナー
共通プラン

30,000 円〜

特産品ディナーコース

140,000 円〜

［西麻布／イタリアン］

OGGI DAL-MATTO

今 回 訪 れたのは

西麻布店

ルメルシマン オカモト

食マニアを熱狂させる、
美食家の集うイタリア料理店

「感謝」の温かさに満ちた
北海道の素材にこだわるフレンチ
“ルメルシマン”はフランス語で「感謝」の意
味 。 オーナーシェフの出身地でもある、北
海 道の大 地のめぐみ豊かな食 材を中 心と
した、
「 料理を通じて一人でも多くの人を幸
せにしたい」
という想いを込めて名付けられ
た。出身地だからこそ入手できる、新鮮で希
少な食材やワイン。えぞ鹿や子羊、いくらや
旬の野 菜をはじめ、厳 選した食 材ならでは
の香りあふれる滋味を堪能できる。

特産品ランチコース

40,000 円〜

特産品ディナーコース

110,000 円〜

ルメルシマン
オカモト

岡本 英樹シェフ
［上野／フレンチ］

［西麻布／和フレンチ］

［新橋／ジンギスカン］

コーダリー

霞町さう゛
ぁ

札幌成吉思汗しろくま

ワインにこだわる。
空間の心地よさ、落ち着いた雰囲気の
隠れ家レストラン

目利きの店主が厳選した食材を
和とフレンチの技法を
巧みに操り融合させた料理

都内はもちろん、
本場北海道でもなかなか味わえない
極上の道産羊肉を

特産品ディナーコース

80,000 円〜

特産品ディナーコース

80,000 円〜

白糠町産
ラム肉ジンギスカン

25,000 円〜

特産品ランチ・ディナー共通コース
人参のムース キャビアとコンソメのジュレ

えぞ鹿肉のロースト グランヴヌール・ソース

帆立貝のグラティネ セップ茸のクリームソース

チコリコーヒーのババロワ

ポロ葱のテリーヌ 地鶏のレバームースとトリュフのヴィネグレット

パッションフルーツのヴァシュラン仕立てとミルクのアイスクリーム

毛ガニといくらのリゾット シェリー酒のソース

コーヒーとミニャルディーズ

北海道産
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100,000 円〜

北海道出身。1986年「ホテルニューオータニ」
入 社 。1 9 8 9 年 京 橋「シェ・イノ」入 社 。その 後
渡仏、パリの三ツ星レストラン「ギィーサヴォア」
などで研 鑽を積む。9 9 年 帰 国 後 、青 山「 アン・
カフェ」料 理 長 、
「 博 多 全日空ホテル」料 理 長 、
「ドゥロアンヌ」料理長を経て、2012年8月～現
在に至る。

TEL）03-6804-6703
住）東京都港区南青山3-6-7 b-town1F
営）
ランチ 11:30～15:30（L.O.13:30）、
ディナー 18:00～23:00（L.O.20:30）
休）
月曜日 席）28席（４名掛け個室有）

鮮魚のポワレ ソース・ロワイヤル
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［表参道／フレンチ］

［赤坂／日本料理］

［西麻布／スペイン料理］

［祖師谷／イタリアン］

［荻窪／居酒屋］

［虎ノ門／ビストロ］

ラチュレ

マガリバナ

F ERMiNTXO

フィオッキ

鳥もと 本店

シャルキュ

ミシュラン2022掲載。
フランス料理を通じて伝える

日本料理の新たな魅力の追求

日本各地の旬食材を、スペイン流に昇華させる

ミシュラン2015掲載。北イタリアピエモンテ州を

居酒屋ファンなら知る人ぞ知る杉並区を代表する

ミシュラン2022掲載。

逸品の数々を穏やかな空間で

中心とした郷土料理と良コンディションワインを

昭和27年創業の老舗焼き鳥店

フランス郷土料理やシャルキュトリに

「感動」
と最高の「おもてなし」

フェルミンチョ

力を入れたビストロ

特産品ランチ・ディナー
共通コース（お土産付）

160,000 円〜

特産品ディナーショートコース

50,000 円〜

特産品ディナーコース

80,000 円〜

特産品ディナーコース

120,000 円〜

特産品ディナーコース

特産品ランチ・ディナー
共通コース

６7,000 円〜

特産品ディナーコース

80,000 円〜

100,000 円〜

［南青山／フレンチ］

［大宮／和食］

［池尻大橋／フレンチ］

［恵比寿／イタリアン］

［西麻布／フレンチ］

［六本木／寿司］

ルメルシマン オカモト

料亭一の家

Lien

DAL-MATTO 恵比寿店

Takumi

鮨かくの

北海道出身のシェフが
”感謝”の想いを込めて腕を振るう

明治18年創業。
大宮氷川神社すぐ横で本格懐石を

閑 静な住 宅 街にひっそりと佇む心 安らぐ空 間で
モダンフレンチを

喧騒から一歩隔った場所にある、
食マニアを熱狂させる隠れ家レストラン

ミシュラン4 年 連 続１ツ星 。組 合 せの妙を正 確に
理解し、楽しめるレストラン

五感で楽しむ絶品の鮨。
贅を尽くした大人の隠れ家

特産品ランチ・ディナー
共通コース

100,000 円〜

特産品ランチ・ディナー
共通コース

110,000 円〜

特産品ランチ・ディナー
共通コース

54,000 円〜

特産品ランチコース

特産品ランチコース

特産品ディナーコース

特産品ディナーコース

40,000 円〜

110,000 円〜

特産品ディナーコース

134,000 円〜

120,000 円〜

［丸の内／オーストラリア料理］

［銀座／フレンチ］

［広尾／フレンチ］

［恵比寿／イタリアン］

［銀座／レストラン］

［六本木／イタリアン］

ワトルトーキョー

レストラン ラフィナージュ

レストラン マノワ

ティスカリ

チーズ＆ワインレストラン村瀬

DAL-MATTO 六本木ヒルズ店

新丸ビル6Fに位置するエレガントな
モダンオーストラリア料理店

ミシュラン2022掲載。
日本各地から仕入れる
食材を円熟されたフランス料理へ

オーナーがハンターで、
ジビエが美味い、
サステナブルなフレンチレストラン

白糠町の羊飼い酒井さんの羊を半頭仕入れ。
酒井さんお墨付きのクオリティ

銀座で21年。
ワインとチーズに特化したレストラン

高級感と大人の雰囲気に包まれた空間で
名店の美味を堪能

特産品ディナーコース

110,000 円〜

ランチコース

特産品ランチ・ディナー共通コース

ディナーコース

特産品ランチ・ディナー共通プレミアムコース

80,000 円〜
170,000 円〜
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６0,000 円〜

80,000 円〜

160,000 円〜

特産品ランチ・ディナー
共通コース

100,000 円〜

特産品ディナーコース

100,000 円〜

特産品ランチコース

40,000 円〜

特産品ディナーコース

110,000 円〜
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白糠食材

『おつまみ、
おやつに
楽しい食感☆
明太子の和風ミニピザ』

『
「この豚丼のたれ」
つくね丼』
肉料理ならおまかせの
万能たれを使った簡単料理です。

トピックを掲載。白糠ファンの一人として、
「 楽天
レシピ」に是非ご登録を！

楽天レシピにはこんなメニューも！
ぜひご覧ください！

明太子.......................................... 2本
（1腹）
マヨネーズ..................................... 小さじ1/2

味たっぷり！
脂ののった八角の冷や汁

スイートコーン.......................................... 20g
ギョーザの皮........................................... 6枚

................... 1枚
スライスチーズ
（とけるタイプ）
刻み海苔............................................... 適量

簡単旨い♪マヨネーズパン粉焼き

『厚切りジューシー☆
エンペラーサーモンのムニエル』
厚切りエンペラーサーモンに小麦粉をまぶして旨みを閉じ込め、
ジューシーに仕上げました。忙しい日にも活躍できる、簡単おかずです。
エンペラーサーモン................. 200g
薄力粉................................ 大さじ3
オリーブオイル...................... 大さじ2
バター...................................... 20g
塩、
コショウ.............................. 少々
.少々
粗びきコショウ
（仕上げ、好みで）

■作 り 方

❶トッピング用として、明太子の1.5cm幅ほど
の3切れを切り分け、取っておく。
❷残りの明太子は縦に切って中身を出す。
❸②にマヨネーズを加えて混ぜる。
❹ギョーザの皮を3枚並べ、③を1/6ずつ塗る。
❺ギョーザの皮を1枚ずつ上に重ね、さらに③
の残りを等分に塗る。
❻スイートコーンを等分にのせる。
❼スライスチーズを千切り、等分にのせる。
❽オーブンまたはオーブントースターで、チーズ
が溶けてギョーザの皮部分が色づくまで焼く。
（180 ～ 200度で5分くらい）
❾焼き上がった⑧の上に1で切り分けておいた
明太子を1切れずつのせ、刻み海苔をのせ
れば、できあがり。好みでしょうゆをふりかけ
ても、
おいしい。そのまま味わうのもおすすめ。

「 明 太 子 」は
ふるさと納 税 編 P37に掲 載 !

❶エンペラーサーモンを2cm厚に切
り、さらに食べやすく切る。
❷全体に塩、コショウする。
❸薄力粉を袋に入れ、②のエンペラー
サーモンを入れる。
❹中に空気を入れるように袋の口を
握って閉じ、袋ごと振って薄力粉を
まぶしつける。
❺フライパンにオリーブオイルを熱し、
中火で④の全面を転がすように焼
く。
❻バターを加えて全体に焼きからめる。
❼皿に盛りつけ、好みで粗びきコショ
ウをふりかければ、できあがり。

『味付け簡単！時短おかず☆
ほたて貝柱の中華風炒め』
味付けは調味料ひとつ、
あっという間に火が通る時短おかずです。
夕食のもう一品に、
忙しいときのお助けおかずにも活躍します。

■材 料（２人 分 ）

とろ～りチーズと鮭を厚焼き卵に閉じ込めたボリュームたっぷりホットサンド！
ホットサンドメーカーがなくても卵焼き器だけで作れちゃいます。

■作 り 方
29

鮭. ............................................................１切
卵. ............................................................ 4個
スライスチーズ............................................ 4枚
8枚切り食パン........................................... 4枚
千切りキャベツ.......................................... 80g
サラダ油.............................................. 小さじ１
バター......................................................... 5g

「ほたて」は
ふるさと納税編 P29に掲載!

マヨネーズ........................................ 大さじ２
牛乳................................................ 大さじ２
A
砂糖................................................ 小さじ２
塩................................................ ひとつまみ
マヨネーズ........................................ 大さじ１
B
粒マスタード..................................... 小さじ１

❶鮭は卵焼き器に魚焼きホイルを敷いて片面３分、
返して２分焼く。グリルで焼いてももちろんOKで
す。 焼けたら取り出し、皮と骨を取り除き、身を
ほぐす。
❷千切りキャベツにBを混ぜ合わせておく。
❸ボウルにAを入れよく混ぜる。卵を加えてさらに混
ぜる。

❹卵焼き器にサラダ油を入れ薄くのばす。③の半量
を流し入れ、弱火で加熱しまわりが固まってきたら
ヘラでかきまぜながら均一に火を通す。穴が空か
ない程度に混ぜる。
❺スライスチーズを2枚、ほぐした鮭の半量をのせ、
半分にたたむ。取り出してもうひとつ同様に作る。

ほたて貝柱............................. 16個
チンゲン菜................................ 1株
カブ.......................................... 1個
顆粒鶏がらスープのもと..... 1袋
（5g）
炒め用オイル....................... 大さじ1

❻食パン１枚に③を半量のせ、もう一枚にはマヨネー
ズ（分量外）を塗る。間に卵焼きをサンドする。
❼卵焼き器にバター半量を全体にのばし、⑥を入れ、
食パンが反らないように皿などで押さえて弱火で２
分焼き、ひっくり返してもう２分焼く。
❽同様にもう一つ焼く。半分に切り、皿に盛る。

■作 り 方

■材 料（４人 分 ）

『卵焼き器で♪
魅惑の厚焼きたまごと鮭のホットサンド』

楽天レシピ内では、
白糠町の
ファンページを
掲載中！

パリッとおつまみ！ししゃもペペロンチーノ

■材 料（３人 分 ）

「 秋 鮭ふっくらサーモン」は
ふるさと納 税 編 P33に掲 載 !

■作 り 方

この豚丼のたれ.................... 大さじ3
ごはん.................................... 300g
....................... 3枚分
大葉
（千切り）
...........................
大根おろし
大さじ3
卵黄......................................... 2個

❶ボウルにAの材料を入れて、粘りがでるまでしっか
り混ぜ合わせる。
❷①を6等分に分けて、丸く成形してつくねにする。
❸フライパンに少量の油をひき、②のつくねを焼き
色がつくまで両面焼き、この豚丼のたれを入れて
よく絡めて、味を染み込ませる。
❹丼にごはんを盛り、③のこの豚丼のたれの煮汁を
ごはんに回しかけ、大葉を添えて、その上に焼き
上がったつくねを盛り、大根おろし、卵黄を乗せる。
お好みで、この豚丼のたれを全体に回しかける。

■材 料（３人 分 ）

............ 1/2本
長ネギ
（みじん切り）
............. 少々
ショウガ
（すり下ろし）
片栗粉............................. 大さじ1

■作 り 方

■材 料（２人 分 ）

酒........................................ 少々

A 卵黄..................................... 2個

ご紹介の17品をはじめとした、白糠食材を使用
したレシピや、白糠町のふるさと納税にまつわる

ギョーザの皮を使った、
ミニサイズのピザです。
パリパリに焼いた皮とぷちぷちした明太子の
食感が楽しく、食べ応えもしっかりしています。

「この豚丼のたれ」は
ふるさと納 税 編 P49に掲 載 !

鶏ひき肉............................ 180g
塩........................................ 少々

「エンペラーサーモン」は
ふるさと納税編 P31に掲載!

山 海 の恵みレシピ

❶凍ったほたて貝柱を小袋に密封し、
上から水をかけて流水解凍する。
❷解凍したほたて貝柱は水気を拭き、
片側の表面に包丁で網目状の切
れ目をいれる。
❸カブは葉と茎を落として皮をむき、
縦半分に切ったあと5 〜 7mm程度
の厚さに切る。
❹チンゲン菜は外側の葉を外して食
べやすく切り、中心の小さな葉はま
とめて縦4等分に切る。
❺フライパンに炒め用オイルを熱し、
チンゲン菜の根本部分と、ほたて
の両面を焼く。
❻チンゲン菜の葉の部分を入れてさら
に焼き、ほたて貝柱に火が通った
ら顆粒鶏がらスープのもとを入れて
全体に混ぜ、できあがり。

えぞ鹿のロティ
白糠煮つぶのペッパーチーズ
サーモンユッケ
焦がしサーモンと
カリカリポテト
秋鮭とキュウリの
さっぱりどんぶり
カリフォルニアロール
がっつり肉そぼろ冷やしうどん
大人の梅酒ゼリー
北海道サーモンの
コロコロポテトサラダ
いわし昆布じめ
万能ネギソース
食感サイコー！
数の子のブルスケッタ
エンペラーサーモンの大葉香り焼き
生＆焼きたらこの簡単グラタン
鮭フレークの素麵サラダ
鍛高譚ドレッシングの彩りサラダ
鮭とばイチローとなすの簡単オイル煮
ふわっとばのふりかけ
鮭フレークとポテトのカリカリスティック
塩数の子の
豚バラ肉巻き

楽天レシピ
会員登録は
こちらから！

白糠町公式
ファンページは
こちらから！
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白糠食材

「エンペラーサーモン」は
ふるさと納税編 P31に掲載!

『サーモンマウンテン』
■作 り 方

■材 料（４～６人 分 ）

エンペラーサーモン.................... 2柵
......................... 2個
玉ねぎ
（薄切り）

......................... 適量
レモン
（飾り用）
ソース
しょうゆ............................. 大さじ3
A はちみつ.................. 大さじ1と1/2
レモン汁............................ 1個分

「エンペラーサーモン」は
ふるさと納税編 P 31に掲 載 !

エンペラーサーモン................. 100g
ブロッコリー...........................１/２株

たまねぎ................................１/４個
にんにくチューブ....................... 3cm
オリーブオイル...................... 大さじ１
生クリーム............................ 100ml

■作 り 方

■材 料（２人 分 ）

濃厚で旨味たっぷりなエンペラーサーモンを使った３ステップで作れる
簡単×時短レシピを、大人気！おうち料理研究家“みきママ”がご紹介！
お子様とも一緒に楽しめます！

粉チーズ.............................. 大さじ３
レモン汁.............................. 大さじ２

❶ボウルに玉ねぎを入れて、ひたひた
の水（分量外）を加え、もんで洗
うを繰り返す。辛味がとれたらザル
にあげて水気をきる。
❷エンペラーサーモンを厚みをそろえ
て、5㎜幅に薄切りにする。
❸お皿に①を山になるように盛り、②
を下の方から貼り付けるようにして
盛る。1番上にレモンを飾り、合わ
せたAを添えてできあがり。

レモンスライス........................... 2枚
パスタ.................................... 200g
黒コショウ................................ 適量

『さっぱり濃厚！
サーモンのレモンパスタ』
レモン汁を加えたクリームパスタ。
ブロッコリーはパスタと一緒に茹でて時短。
最後にサーモンと相性抜群のレモンをトッピング。

山 海 の恵みレシピ

❶エンペラーサーモンは3mm幅に
切る。
❷たまねぎはみじん切りにし、ブロッコ
リーは小房に分ける。
❸フライパンにオリーブオイルを熱し、
たまねぎ、にんにくチューブを入れ
炒める。
❹火が通ってきたら、生クリーム、粉
チーズを加え沸騰直前まで温める。
レモン汁を加えて混ぜたら火を止め
ておく。
❺鍋にたっぷりの湯を沸かし、塩を入
れ、パスタを茹で、茹で上がりの3
分前にブロッコリーを入れて一緒に
茹で、ザルにあげる。
❻③に茹でたパスタ、ブロッコリー、
黒コショウを加えてソースを絡める。
❼器に盛り、サーモンをのせ、レモン
スライスを飾る。

『サーモンとホワイトソースのパイ包み』
■作 り 方

■材 料（４～６人 分 ）

エンペラーサーモン.................... 2柵
.		
ほうれん草
（茹でて5㎝の長さに切る）
................................................ 1袋
冷凍パイシート 18×18㎝
（15分解凍）
................................................ 1袋
.................. 1個
溶き卵
（つやだし用）

『プチプチがたまらない！
たらこ豆乳そうめん』
きゅうり、みょうが、
たらこをのせた夏にぴったりなさっぱりそうめん。
豆乳のクリーミーなたれにラー油を加えてピリ辛をプラス。

「エンペラーサーモン」は
ふるさと納 税 編 P31に掲載!

『レモンでさっぱり！鮭とアボカドのおろし和え』

たらこ....................................... 1本
きゅうり.................................. 1/2本
みょうが..................................... 1個
そうめん................................. 150g
豆乳.................................... 240ml
めんつゆ.............................. 大さじ3
ラー油..................................... 適量

■作 り 方

「秋鮭ふっくらサーモン」は
ふるさと納税編 P33に掲載!

「たらこ」は
ふるさと納税編 P37に掲載!

■材 料（２人 分 ）

ホワイトソース
薄力粉............................. 大さじ3
バター.................................. 30ｇ
顆粒コンソメの素.............. 小さじ1
A
砂糖............................ 小さじ1/2
塩............................... ふたつまみ
牛乳................................ 300㏄
B 塩・
コショウ............... 各小さじ1/4

❶耐熱ボウルに牛乳以外のAを入れ
泡立て器で混ぜる。 牛乳を加え、
ラップをせずに電子レンジ600ｗで
1分 加 熱。1分ごとに混ぜ、 計8
分加熱。30分粗熱をとる。
❷パイシートを21×25 ㎝に伸ばし、
オーブンシートを敷いた天板にBを
したエンペラーサーモンを並べ、ほ
うれん草をのせる。①をかけ、パイ
シートをのせる。
❸フォークで縁を押さえて閉じ、表面
に溶き卵をぬる。 包丁で上部5か
所に切り込みを入れ、230℃に余
熱したオーブン上段で25分～ 30
分ほど焼き上げる。

❶きゅうりは3mm幅の千切り、みょう
がも千切りにする。たらこは皮から
身をはずしておく。
❷そうめんをゆで、水でしっかりと冷や
す。2皿に盛り、豆乳、めんつゆ
を半量ずつ注ぐ。
❸その上にきゅうり、みょうがをのせ、
たらこは大さじなどで丸く盛る。
お好みでラー油をたらす。

大根おろしに鮭の香ばしい香りとアボカドのコクが広がって、
レモンでさっぱり！
鮭を焼いたらボウルで混ぜるだけのお手軽な一品です。

■作 り 方

■材 料（２人 分 ）

『海鮮3種のミルフィーユ』

❸焼き上がった鮭の皮と骨を取り除
き、身をほぐし②のボウルに入れる。
❹そこにアボカド、
しそ、レモン汁、
しょ
うゆを加えてスプーンで混ぜ合せ、
器に盛る。

脂のりの良いエンペラーサーモンとやわらかくて濃厚なほたて、
大粒のいくら、甘酢のきいたすし飯とアボカドのハーモニーが最高！
ミルフィーユに重ねることで見た目も抜群！

「ほたて」は
ふるさと納 税 編 P２９に掲 載 !

『シンプル簡単☆ほたて貝柱とキャベツのミルクスープ』
シンプルだからこそ、
ほたて貝柱の旨みが濃くしっかりと味わえる、
あったかミルクスープです。簡単だから、
朝食や忙しい時、小腹が空いた時にも、
あっという間に作れます。

■作 り 方

■材 料（２人 分 ）
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ほたて貝柱............................... 8個
顆粒コンソメ..................... 1袋
（6g）
キャベツの葉............................. 2枚
牛乳.................................... 200ml
粗びきコショウ................. ひとつまみ
水. ...................................... 200ml

❶凍ったほたて貝柱を小袋に密封し、上から水をかけて流水解凍する。
❷キャベツは食べやすく小さめに千切っておく。
❸水に顆粒コンソメ、１のホタテ、粗びきコショウを入れて中火にかける。
❹沸騰したら火を少し弱めて1 ～ 2分加熱したあと、キャベツ、牛乳を
加えて再び中火にかける。
❺ひと煮立ちさせたら、できあがり。

「エンペラーサーモン」は
ふるさと納税編 P31に掲載!
「ほたて」は
ふるさと納税編 P２９に掲載!
「いくら」は
ふるさと納税編 P25に掲載!

エンペラーサーモン.... 1/2柵(100g)
ほたて貝柱.................... 7粒(100g)
いくら醤油漬け. .................お好みで
熱々のごはん.. 300g
（お茶碗 約2杯
分）
酢....................................... 50㏄
A 砂糖................................ 大さじ1
昆布だしの素............... 小さじ1/2
ディル................................... あれば
アボカド.................................... 1個
マヨネーズ.................... 大さじ1/2
B 酢.................................... 小さじ1
砂糖............................ 小さじ1/4

■作 り 方

❶鮭は魚焼きホイルを敷いたフライパ
ンまたはグリルで焼く。
❷焼いている間に大根をすりおろし、
ボウルに入れる。アボカドは縦４等
分にし、1.5cm幅に切る。しそは
千切りにする。

■材 料（２人 分 ）

鮭. ...........................................２切
アボカド.................................... 1個
大根...................................... 200g
しそ........................................... 5枚
レモン汁.............................. 大さじ１
しょうゆ................................ 小さじ１

❶牛乳パックを縦に4つに切り分け、
1㎝ほど重ねてホッチキスで止めて
セルクルを作る。
❷アボカドを半分に切って種を取り、
耐 熱 容 器にのせてラップをして、
600Wで2分しっかり加熱して皮を
取る。
❸冷めてからスプーンで潰してBで味
付けする。 熱々のご飯にAを混ぜ
て5分ほどおく。
❹エンペラーサーモンとホタテの貝柱
を1㎝角に切る。
❺お皿に①で作ったセルクルを置き、
その中にすし飯→ほたて→すし飯
→サーモン→すし飯の順に押し付
ける。
❻ホッチキスをそっと外してセルクルを
外して、アボカドをのせ、その上に
お好みの量のいくら、あればディル
をのせる。
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「いくら」は
ふるさと納 税 編 P25に掲 載 !

------------

えぞ鹿肉.............. 16枚
（カツ4つ分）
小麦粉................................ 大さじ3

水. ...................................... 大さじ3
パン粉........................... カップ1ほど
塩. .......................................... 少々
コショウ.................................... 少々

白糠食材

揚げ油. ................................... 適量
酒.................................... 大さじ2

しょうゆ............................. 大さじ2
A みりん.............................. 大さじ1
砂糖................................ 大さじ1

にんにくのすりおろし..... 小さじ1/4

■作 り 方

２１品

------------ 全

■材 料（２人 分 ）

保存版！白糠食材レシピ
ご好評につきレシピ拡充

山山 海海

❶小鍋にAを入れて中火にかけ、加
熱することでアルコール分を飛ば
し、少しとろみがついたら火からお
ろす。
❷えぞ鹿肉を4枚ずつ、少しずらしな
がら重ねていく。 同じものを4つ作
り、それぞれに軽く塩、コショウを
ふっておく。
❸小麦粉と水を混ぜたものに、②の
肉の両面をつける。
❹パン粉を、③の両面にまぶしつけ
る。
❺④の厚みの半分程度の量の揚げ
油を熱し、両面を揚げ焼きにする。
❻皿に盛り、①のたれをかければ、で
きあがり。

『簡単時短☆えぞ鹿肉の重ねカツ』
えぞ鹿肉を重ね、食べ応えのあるカツにしました。衣はシンプル、
手軽で時短なレシピです。和風だれは簡単に手作りすることができます。

「いくら」は
ふるさと納税編 P25に掲載!

醤油漬いくらをのせた、手まり寿司です。
いくらをたっぷりと使っても大葉で包むようにして手に取りやすく、
華やかな彩りで、食卓だけでなくおもてなしにも活用できます。
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いくら..................................... 100g
キュウリ................................. 1/3本
大葉......................................... 8枚
ご飯. ....... 茶碗軽く2杯分
（約300g）
................... 大さじ2
米酢
（すし酢用）
................... 大さじ1
砂糖
（すし酢用）
................... 小さじ1/2
塩
（すし酢用）

■作 り 方

■材 料（ 人 分 ）

の 恵 みレ シ ピ

『簡単＆さわやか☆いくらとキュウリの手まり寿司』
❶すし酢用の米酢、砂糖、塩を混ぜる。
❷キュウリの皮はところどころむき、5mm幅ほどの輪切りにして、そこ
からさらに細く切る。
❸ご飯に①のすし酢を全体にふりかけ、上下をひっくり返すようにして
混ぜる。
❹キュウリを加えて混ぜる。
❺8等分にしてラップに包み（1個40gほど）
、まるく形を整える。 上
部を少しくぼませておき、大葉の上にのせる。
❻上部のくぼませたところに、いくらをのせて、できあがり。

人気

たらこ.........................................２腹
米. .............................................２合
コーン........................................ 80ｇ
バター........................................ 20ｇ
（お好みで）
パセリ....................... 少々
❶米は洗い炊飯器に入れ、
目盛りまで
水を入れて30分以上浸しておく。
❷米の上にコーンと
「たらこ」、バター
を入れて通常通り炊飯する
（「たら
こ」
は冷凍のままでもOK）
。
❸「たらこ」
をお好みの大きさにほぐし
ながら全体を混ぜて、
できあがり。

●ごまおかか
いくら... 40～50ｇ
（適量）
ごはん................ 100ｇ
鰹節..... 1パック
（1.5ｇ）
ごま油.......... 小さじ1/2
....... 1個
冷凍卵
（卵黄）

❶いくらは解凍しておく（冷蔵庫での自然解凍）
。冷凍卵は
解凍し、黄身を取り出しておく。
★〈冷凍卵の作り方〉卵をポリ袋に入れ、冷凍する。冷
蔵庫（または流水解凍）で解凍をし、黄身のみを取り
出す（卵は非加熱のため、新鮮なものを使用し、解
凍後はすぐにお召し上がりください）
。
❷それぞれ仕上げにかけるいくらと冷凍卵以外の材料をボウ
ルに入れて混ぜ合わせる。真ん中に解凍し黄身のみにし
た冷凍卵を入れて、ラップなどでにぎる。
❸皿に盛り付け、仕上げにいくらをかける。

「ほたて」は
ふるさと納税編 P２９に掲載!

『サクサク海鮮揚げギョウザ』
エンペラーサーモンとほたての貝柱を餃子の皮で包んでさっと
揚げた、外はサクサク中は半生の贅沢な揚げギョウザ！サウザン
アイランドソースをつけて食べたら無敵の味です！

エンペラーサーモン... 約1/2柵(75g)
ほたての貝柱................... 6粒(75g)
塩 １つまみ
餃子の皮................................ 10枚
ソース
マヨネーズ........................ 大さじ1
ケチャップ..................... 大さじ1.5
A
酢................................ 小さじ1/2
砂糖............................ 小さじ1/2

■作 り 方

包丁を使わず、炊飯器に入れるだけで完成♪ たらこの塩気とバターの風味、
鮮やかな見た目も食欲をそそります。

●青のりバターチーズ
いくら..... 40～50ｇ
（適量）
ごはん.................. 100ｇ
粉チーズ............小さじ1
バター...................... 3ｇ
青のり........... ひとつまみ
冷凍卵
（卵黄）
.........1個

「エンペラーサーモン」は
ふるさと納税編 P3 1に掲載!

■材 料（２人 分 ）

『 炊 飯 器ひとつで♪
丸ごとたらことコーンのバターごはん』

こぼれんばかりのいくらをたっぷりと！
新鮮でハリのあるいくらはつぶれにくく、
おにぎりにもピッタリです！

■作 り 方

「たらこ」は
ふるさと納 税 編 P37に掲 載 !

『贅沢こぼれる♪
Wたまごの悪魔おにぎり
（2種）』

■材 料（２人 分 ）

お 礼の 品 を ア レン ジ し て 絶 品 料 理！白 糠 町の 食 材 を 使った 、
簡 単 で おいし く 、華 や か に 食 卓 を 彩 る レ シ ピ を ご 紹 介 し ま す 。

■材 料（２〜４人 分 ） ■作 り 方

No.1
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「えぞ鹿肉」は
ふるさと納税編 P41に掲載!

❶エンペラーサーモン、
ほたての貝柱、
塩を混ぜ、餃子の皮に包み、閉じ
目に水をつけてしっかりと閉じる。
❷Aを混ぜてサウザンアイランドソース
を作る。
❸小鍋に3㎝ほどの油を入れて熱し、
弱めの中火で餃子をさっと2分ほど
揚げる。お好みでソースを添える。

26

たけし

料理長

■材 料（４人 分 ）

エンペラーサーモン. ..... 70g×4個
灯台ツブ. ...................... 160g

水 . ............................. 600cc
みりん........................... 60cc
バージンオリーブオイル ....... 80cc
ニンニク
（粗みじん切り）......... 1片
玉ねぎ
（みじん切り）.......... 1/2個
赤パプリカ
（みじん切り）..... 1/2個

白ワイン. ...................... 100cc
トマト............................... 2個
アンチョビ......................... 4本
タイム.............................. 4本
七味 . ............................. 適量
塩 . ................................ 適量
マヨネーズ ........................ 60g

■作 り 方

------------

白糠食材 × か

■作 り 方

〈ししゃもコンフィ〉
❶ししゃも、ニンニク、
ローリエ、鷹の爪を鍋にいれて、
オリーブオイルを材料が十
分に浸かる程度加える。
❷80℃で約40分間ゆっくり火を入れる。温度計がない場合は弱火で火にかけ
て気泡がふつふつ出て来はじめたら、
その気泡の数が変わらないくらいのごく
弱火にして約40分間放置。
沸騰させるとしっとり仕上がらないので注意。火が通ったら火から外し
て油の中で、
そのままあら熱がとれるまで放置。

スライサーなどを使い、
なるべく細かく千切りする事で出来上がりの食
感や見た目が大きく変わります。
❷鍋にニンニクとオリーブオイルを適量加え、ニンニクがきつね色になるまで火
23

●ししゃもコンフィ
ししゃも. ........................ 6尾
ニンニク.........................１片
ローリエ.........................１枚
鷹の爪 ...........................１本
オリーブオイル ................ 適量

『エンペラーサーモンと
バジルのクルスティヤン
レーズンとナッツのチャツネ添え』

〈エンペラーサーモンのクルスティヤン〉
❶塩と砂糖をしっかりと混ぜ合わせ、エンペラーサーモンにたっぷりまぶして30分
冷蔵庫で寝かせる。
❷①を水で洗い塩と砂糖を洗い流し、キッチンペーパーなどでしっかりと水分をとる。
❸エンペラーサーモンに粉チーズをまぶし、半分にカットした紫蘇で挟む。
❹春巻きの皮に刷毛で溶き卵を塗り、エンペラーサーモンを巻く。

〈ヨーグルトのドレッシング〉
ヨーグルトとバージンオリーブオイルを混ぜ合わせ塩をし、味を調える。
〈仕上げ〉
❶春巻きで巻いたエンペラーサーモンを、バージンオリーブオイルを敷いたフライパ
ンにて、中火で焼く（春巻きの皮のみを焼くイメージで）
。
❷焼いたサーモンを3カットにしてお皿に盛り付け、ドライフルーツのチャツネとヨー
グルトのドレッシングをお皿に添えて完成!!

「エンペラーサーモン」はふるさと納税編 P31に掲載!

おうちでも簡単にフレンチが楽しめる、お手軽レシピをお届けします！白糠町ふるさと納税のお礼の品を使ったレシピを
「サンス・エ・サヴール」の
鴨田料理長と
「レストランマノワ」
の中村オーナーに考案いただきました。全４品のレシピをご紹介！ぜひおうちで“白糠フレンチ”をお楽しみください。

●マリネ液
玉ねぎ ........................ 100g
人参 . ........................... 50g
セロリ........................... 50g
ニンニク......................... 1片
オリーブオイル................適量
ローリエ.........................１枚
鷹の爪 ...........................１本
白ワインビネガー. ............ 90g
水 . .............................. 60g
砂糖 . ........................... 20g
塩 . .............................. 適量
小麦粉 . ....................... 適量
塩 . .............................. 適量
コショウ. ....................... 適量

にかける。色づいたら①、
ローリエ、鷹の爪を加えて軽く炒める。
❸②に白ワインビネガー、水、砂糖、塩適量を加えてしんなりするまで火を通す。

レストランマノワ
なか む ら

1979年山梨県生まれ。東京・代官山のフランス料理店「ラブレー」でサービスを担当、約3年の
経験を積み、西麻布「ル・ブルギニオン」
のマネージャーに。
その後、銀座「クラブニュクス」、代官山
「ル・ジュー・ドゥ・ラシエット」、広尾「ア・ニュ」
の支配人およびソムリエを務め、2011年11月に
「マ
ノワ」
をオープン。現在に至る。
オーナーであり、
ソムリエであり、
ハンターである異色の存在。
自ら狩
猟に出かけ、
ジビエを提供。
「最高の料理を最高のサービスで」
が目標。

〈 仕上げ〉
❶ししゃもコンフィのあら熱がとれたらしっかり油を切って、塩コショウをする。小
麦粉をしっかりまぶしてしっかり落とす。
この時、小麦粉が中途半端に残っていると出来上がりの際に衣が厚
くなって食感が悪くなるためしっかりとまんべんなく小麦粉をまぶしてく
ださい。
❷180℃の油で表面がからっとするまで揚げる。コンフィですでに火が通ってい
るので表面だけからっと揚がっていればOK。
❸②をまだ温かい状態のマリネ液に浸してあら熱がとれるまで置いておけば完成！
！
温度が下がるときに味が入っていくので、
ある程度冷ましてから食べた
ほうが味が馴染んで美味しいです。

つよ し

中村 豪 志 オーナー

■作 り 方

〈マリネ液 〉
❶玉ねぎ、人参、
セロリをできるだけ細く千切りする。

おうち de フレンチ

●ドレッシング
ヨーグルト................................ 30g
バージンオリーブオイル................ 10g
塩. .......................................... 適量

作り 置 き も O K
使い道色々な肉タネ

「ししゃも」はふるさと納 税 編 P34に掲 載 !

ん た ん

コショウ.................................... 適量

オレンジジュース..................... 100g

カレー粉. ................................ 1.5g
バージンオリーブオイル............ 大さじ１
塩. .......................................... 適量

〈レーズンとナッツのチャツネ〉
❶鍋にバージンオリーブオイルを入れ、玉ねぎがしんなりするまでソテーし、レーズ
ンとオレンジジュース、カレー粉を加えて、オレンジジュースが無くなるまでゆっく
り煮詰める。
❷①にミックスナッツを加えて塩、コショウで味を調え仕上げる。

レシピ動画は
こちらから！

■材 料（２人 分 ）

『ししゃもコンフィの
エスカベッシュ』

レシピ動画は
こちらから！

たトマトとアンチョビ、タコ糸で縛ったタイムを加えて20分中火でソースを煮込む。
❹③に①の灯台ツブを煮汁ごと加えて15分煮込み、塩と七味で味を調えて仕上
げにマヨネーズを加えてソースに溶かすようによく混ぜる。
❺カットしたエンペラーサーモンに塩で味を整え、弱火で沸いている④の鍋に沈め
るようにサーモンを入れ、蓋をし2分蒸し焼きにした後に火を止めて、更に2分
余熱で火を通す。
お皿の中央にサーモンを乗せ、たっぷりのソースをかけて完成！
！

■材 料（２人 分 ）

保存食にも◎
ほろりとした食感が
楽しめる

２１品

------------ 全

レシピ動画は
こちらから！

砂糖........................................ 10g
溶き卵..................................... 適量
バージンオリーブオイル............ 大さじ１

粉チーズ.................................. 10g
春巻きの皮........................... 1/2枚
塩. .......................................... 10g

●チャツネ

「エンペラーサーモン」はふるさと納 税 編 P３１、
「 灯 台ツブ」はP３９に掲載!

❶灯台ツブの貝蓋を手で取り縦半分にカット。鍋に分量の水とみりん、塩1つまみ
とカットした灯台ツブを入れて火にかけ、一度沸かしてアクをとった後に弱火で40
分煮込む（煮汁が1/3に煮詰まるくらいまで）
。
❷別の鍋にバージンオリーブオイルとニンニクを入れてから弱火にかけ、ニンニク
を焦がさないように香りを引き出し、カットした玉ねぎと赤パプリカを加えて甘味
が出るまでしんなりと炒める。
❸②に白ワインを加え、1分沸騰させた後にヘタを外し、種や皮ごと1cmの角切りにし

保存版！白糠食材レシピ
ご好評につきレシピ拡充

『エンペラーサーモンの
蒸し焼きブイヤベース風と
灯台ツブとトマトの煮込み』

........ 25g
ミックスナッツ
（細かく刻む）
.................. 50g
玉ねぎ
（みじん切り）

................ 50g
レーズン
（みじん切り）

■作 り 方

1977年大阪府生まれ。箱根のオーベルジュ、神戸のホテル勤務などを経てフランス、ベルギーに渡り、3
年間フランス料理の修行を重ねる。2003年「株式会社ひらまつ」入社、
「サンス・エ・サヴール」のスーシェ
フを経て2012年料理長に就任。現在に至る。厨房に立つ傍ら、素晴らしい食材や生産者との出会いを求
めて自ら日本各地を巡る。
フランスにある本店「ル・ジャルダン・デ・サンス」の味を守りながら。常に進化し
続ける熱き挑戦者。

■材 料（１人 分 ）

かもだ

鴨田 猛

お好みで季節のお野菜や
サラダを添えてもGOOD

ミントやディル、
お好みの刻んだハーブを
添えてもGOOD

サンス・エ・サヴール

●クルスティヤン
エンペラーサーモン................... 70g
紫蘇......................................... 1枚

えぞ鹿ミンチ肉（できれば粗挽き）
.................................. 500g

コニャック
（なければブランデー）
..................................... 15g

豚ミンチ肉（できれば粗挽き）
.................................. 250g

ポートワイン
（なければ赤ワイン）
..................................... 15g
牛乳 ................................ 15g
すりおろしニンニク............. 15g
パン粉 ............................ 25g
卵 ................................... 1個

玉ねぎ
（あめ色になるまで炒めたもの）
...................................... 300g
塩 ................................... 10g
砂糖 ................................ 10g
ナツメグ............................. 5g
黒コショウ. ....................... 10g

ナッツ（ローストして適当に砕いておく）
..................................... 50g
パセリ(みじん切り) . ............ 15g

『えぞ鹿肉の
アレンジレシピ』
「えぞ鹿肉」はふるさと納税編 P41に掲載！

❶ボウルに鹿と豚のミンチ、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを入れて、分量の
塩、砂糖、ナツメグ、黒コショウを混ぜ合わせたものを、2〜3回に分けて加え
ながら、練りこむ。
肉の粘りがしっかり出るまで練りこんでください。

レシピ動画は
こちらから！

❷もう一つのボウルに、残りの材料をすべて合わせて均一になるまで混ぜておく。
❸①に②を2〜3回に分けて加えながら、全体が均一になるまでしっかりと練りこ
んだら完成！
！
出来上がったタネを中火に熱したフライパンで表面に焼き色がつくまで
3分程、裏返して水を加え、蓋をして弱火で5分程焼けばハンバーグに！
24

カンタン
＆

お手軽

野田 光太郎さん

武藤 豊さん

■埼玉県出身

ふるラボは2021年8月に全国のテレビ局として初めてふるさと納税ポータルサイ
トを開設致しました。開設にあたり、複数の自治体様から
「白糠町はふるさと納税に
積極的に取り組んでいる」
と伺い、
白糠町様にご連絡し、
ご加盟いただいたことが始
まりです。
寄附金の使い道について、JR白糠駅の
「駅舎＆駅前周辺整備」事業
は、北海道内におけるJR路線の維持・発展に向けて、大変社会的な貢献度が高い
イチオシ返礼品は
です。私
取り組みだと考えております。
【しそ焼酎 鍛高譚】
はソーダ割にして飲むのがお気に入りです♪

白糠町ふるさと納税はたくさんのポータルサイトから
多彩なお支払い方法をお選びいただけます

■茨城県出身

前の職場で、
「魚介・海鮮で北海道の”シラなんとか”という自治体のお礼の品が
良かったからおすすめ！」
と聞き、
その際に調べて、
”白糠町”を知りました。
ポータルサ
イトの立ち上げにあたり、
当時の記憶から真っ先にお声をかけさせていただきました。
『地域活性化』
というふるさと納税制度のコア部分を大事にされている印象です。
に注目しています。
北海道は、
さけ・ます類の漁獲量がダントツで日本一
【いくら】
ということで、
他自治体では手に入れることができないために、
「いくら」
がイチオシ返
礼品になると考えています。

クレジットカード
コンビニ払い
au PAYカード
楽天ポイント
PayPay
Paidy

お支払い方法
について

お知らせ

2021年分からふるさと納税の
確定申告が簡単に！

特

西島 圭亮さん

村岡 祐弥さん

■福岡県出身

北海道には13年ほど住んでおり、
白糠町には道東旅行の際や仕事でも何度か
足を運ばせていただいておりました。
ふるさと納税を通して改めてお付き合い出来
ることをとても嬉しく感じています。 「町」
としてふるさと納税歳入額全国1位。
SNSや動画配信、
イベントなど様々な工夫や手法によって全国に魅力を発信されて
いる意欲的な自治体という印象です。 【いくら醤油漬の定期便】
です！普段な
かなか食べられないごちそうだからこそ、少し間をおいて届くことで美味しさと感動
を定期的に味わえることがとても魅力的だと思います。

■奈良県出身

当社ポータルサイトは、
レストラン食事券など食に特化したお礼の品を取り扱っ
ています。
その中で、
魅力的な食材を多く取り揃えられている白糠町様にお声掛けさ
せていただきました。
生産者様と全国の寄附者様を繋げるイベントで、
白糠食
材の魅力を発信するだけでなく、
生産者の方から直接お話を聞ける機会を作られて
いるなど、
ヒト・モノの両面から白糠町のファンづくりをされているなと感じました。
醤油漬けとはまた違った良さがあり、
食塩のみで味付けがされている
【塩いくら】
ので様々な料理に重宝することがポイントです。

郵便振替
d払い
au PAY残高
楽天キャッシュ
メルペイ
ネットバンク支払い

日本 最 大 級の
ふるさと納 税 総 合サイト

特
ソフトバンクグループの株式会社さとふるが運営
アプリ利用でさらに便利！

銀行振込
auかんたん決済
ソフトバンクまとめて支払い
Pay-easy
PayPal
全額ポイント支払い

小松 弘樹さん

■千葉県出身

2022年9月から前任から引き継ぎ、担当させていただくことになりました。
寄附金の使い道として地域住民の方々に寄り添った取り組みをはじめ、
白糠町の
自然豊かな環境の維持などを積極的に取り組まれており、
非常に魅力を感じます。
北海道白糠町の豊かな海域で育ったししゃもは、
脂の乗りがとてもよ
【ししゃも】
く、
絶品です！1年でわずかな期間しか獲れない貴重な味はとてもおすすめです！

■東京都出身

「ふるさと納税百選」
は2022年秋からｄショッピングに新規開設します。
全国有数
の魅力的なお礼の品を取り揃えている白糠町をｄショッピングユーザーにご紹介し
たいと思い
「ふるさと納税百選」
をご提案させて頂きました。
1つの自治体の取
り組みだけではなく、
ふるさと納税のマーケット全体を見据えた、
取り組みをしている
と感じました。 【いくら】
評判以上の、
品質でリピート間違いなしです！

まちの魅 力をしっかり伝える
情 報 系ふるさと納 税サイト！

関する証明書」
を添付すればOKになります。特定事業者は下記

特
楽 天ポイントが 貯まる使える！
カンタン、おトクにふるさと納 税

にて確認ください。

マイルが 貯まる！
操 作も簡 単 、便 利なサイト

特

特

A m az o nポイントがオトクに貯まる
安 心ふるさと納 税サイト

お 得な返 礼 品がすぐ見つかる
便 利なカード決 済も対 応

特

Po n t aポイントが
たまる！つかえる！

日本の食文化を通じて地域経済への
継続的な貢献を目指すポータルサイト

特

ここにしかないオリジナルなお礼の品と出会える
東急グループのふるさと納税サイト

特
クチコミ・評 価で 探 せる
ふるさと納 税サイト

特

特

特
お 電 話でもお 申し込 み 可 能！
厳 選されたお 礼の品をご紹 介

お礼の品をお好きなポータルサイト
から！白糠 町ふるさと納 税のすべて
がココに！

ふるさと納税の確定申告が簡素化され、国税庁長官が指定した
「特定事業者」
が発行する
「寄附金控除に

特

河井 達也さん

現金書留
au PAY
楽天ペイ
Amazon Pay
Apple Pay

白糠町
ふるさと納税特設サイト

三越伊勢丹グループの百貨店バイヤー
こだわりのお礼の品をお届け

特
ポイント制なので好きなタイミングで申込可能！
JTBが運営するふるさと納税サイト

永久不滅ポイントが貯まる、使える

番外編

白 糠 町 ふるさと納 税を 支えるパートナー
（コール センター・配 送 管 理・ワンストップ 特 例 申 請 受 付 ）

特
JALのマイルがたまる！
JAL公式ふるさと納税サイト

鍬崎 桜子さん

吉森 圭祐さん

■佐賀県出身

■福岡県出身

ふるさと納税業務に携わり始めてから、白糠町を知りました。
最初は、なんて読むんだろう？北海道のどの位置に存在するのだ
ろう？というのが率直な印象でした。
他自治体が行われてい
る取り組みとはまた違った、
「 なにそれ！面白い！」
と思える新しい
事業に率先されている企画力、行動力が次の寄附につながって
いると思います。 【エンペラーサーモン】
近くのスーパーで
買えるサーモンとは一味違います！口に入れた瞬間、身の締りは
抜群なのにとろけます。味は濃厚な旨味が広がり、至福なひと時
です。
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2017年、弊社がふるさと納税に関する事業を開始した際の
「 一 番 最 初 」にお仕 事をさせていただいた自治 体です。
新
たなお礼の品の企画・開発を自治体だけでなく、地域事業者と
共同で一丸となり、時には寄附者の声を取り入れて進めているこ
とが非常に印象的です。
やはり
！ですが、昨年【エ
【いくら】
をお礼の品として選ばせていただき、ファン
ンペラーサーモン】
になりました。
どれも美味しく、間違いないので迷います。LINE
公式アカウントでレシピやおすすめ情報が配信されてくるので、
いつも参考にさせていただいています！

大 切な人に
「ありがとう」を届けよう

App Storeまたは
Google Playで
「ふるる」
で検索

ネットが 苦 手な方でも
ふるさと納 税ができる！

特
出会ったことのない そのまちのストーリーが
あなたとまちの未来を変える

「おいしい」返礼品。
レストランの特別な食体験。

そごう・西 武が 提 供する
ふるさと納 税サイト

「株式会社マイナビ」が運営
Amazonギフトでの高還元も魅力！

J R E P O I N Tが
〔 貯まる〕
〔 使える〕

dポイントが 使える！
ｄショッピングでふるさと納税！
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担当者イチオシのお礼の品は必見！

ふるさと納 税ポータルサイト 白糠町の担当者だからこそわかる

白 糠町の ココ がおすすめ！
白糠町の担当者目線で、白糠町のことを教えてください！3つの質問にお答えいただきました。

白糠町との出会いについて

山本 工人さん

白糠町のふるさと納税への取り組みについて

■神奈川県出身

■愛媛県出身

■東京都出身

高橋 梓さん

■神奈川県出身

2021年から担当しております。
弊社社員からエンペラーサーモンに寄附したいの
で取引してほしいとの声があり、
前任が白糠町様に出張に行き、
取引を開始させてい
ただきました。
ふるさと納税支援金をまちづくり活性化に積極的に使われてお
り、
とても良い使い方だと思っています。幸せわくわく結婚サポート事業、新規就農
者等支援事業など地域活性に使われており、
人々の幸せに貢献していると思います。
はアブラもしっかりあって、味も濃くて、
お刺身、
カルパッチョなどの
【サーモン】
料理にとても合います。

白糠町の豊かで魅力あるお礼の品を、G-Call会員様に是非ご案内したいと思い、
お声がけさせていただきました。
海の幸、
山の幸と豊かな恵みを活用し、
魅力あ
るお礼の品が多くラインナップされていると思います。 【エンペラーサーモン】
ムニエルでもカルパッチョでも食べ方のバリエーションが多く、楽しめるのが良いと
思います。
小分けにパックされているのも使い勝手がよく、
ポイントが高いです。

佐藤 孝子さん

中村 真央さん

■北海道出身

■北海道出身

ふるさとチョイスが開催するセミナーや、寄附者の方へ地域から感謝の想いを届
けるイベント
「大感謝祭」
等でお会いしたのがきっかけです。
地元の事業者様を
応援すべく積極的にふるさと納税に取り組まれており、私含めて多くの方が白糠町
いくら
のファンになっているのではと感じています。 【北海道海鮮紀行いくら】
本来の味わいやプチっとした食感を楽しめる大満足の逸品です。小分けになってい
るので使い勝手もよく、
いくら丼や手巻きずしなど色々な調理方法で楽しめるのも魅
力の一つです。

2016年8月から担当させていただいており、
もう6年以上のお付き合いになりま
す。
楽天ふるさと納税では、
寄附者様からの意見・感想をレビューを通じてお寄
せいただいています。返礼品の品質の高さはもちろん、
それに満足することなく一つ
一つのレビューを確認し、
常に改善し続けようとされている姿に私も勉強させていた
だいております。 【この豚丼 ごちそう便セット】
です。手軽にとっても美味し
い豚丼がいただけます！セットの豚丼のたれは、様々な料理にも使えるのでレシピの
幅が広がります。

私の出身地のお隣町の白糠町。
ドライブの際に美しい砂浜がどこまでも続く恋問
海岸や道の駅「恋問館」
に立ち寄ったことがあります。
一朝一夕ではなく、地域
素材を生かした商品の開発など地道な努力を続けられてきたことと、
ふるさと納税
制度を活用して様々なPRをされてきたことがうまく結びついて今の白糠町があると
いうことをご担当者の皆さんのお話で知りました。 【鍛高譚の梅酒】
が私のイ
チオシです。
ソーダ割りで飲みましたが、
すっきりさわやかな味わいで、暑い夏や、
お
風呂上りに毎日飲みたくなるようなおいしさでした。

弊社の道産品ショップで日頃から白糠酪恵舎様のチーズを取り扱っておりました。
鮮度の高い水産品を中心に様々な加工品を展開し、事業者が様々な工夫を行い、
寄附者の満足度を高めようとしている努力が感じられます。返礼品のバリエーショ
ンが豊富で、一つ一つのクオリティや満足度が高いと思います。 【エンペラー
より自然に近い環境で育てられ、
栄養価の高いエサで濃厚な味と良質な
サーモン】
脂、
しっかりとした深みのある味わいを感じるサーモン。
人気が高く、
当百貨店におけ
る中元・歳暮カタログでも取り扱わせて頂きました。

四方田 幸奈さん

菅野 琴美さん

嶋田 周一郎さん

水野 将吾さん

■千葉県出身

■北海道出身

■北海道出身

■京都府出身

2022年より担当させていただいております。
プライベートで一度訪れたことが
あり、恋問海岸沿いをドライブしました。
どこまでも広がる空と地平線に大変魅了
されました。
ふるさと納税月間を定めていたり、弊社の企画にもたくさんご参
加いただいたりと、
ふるさと納税への熱意に感銘を受けております。 【エンペ
ランキングで常に上位にランクインしている返礼
ラーサーモン】
【いくら醤油漬】
品です。小分けになったサーモンは様々な調理法で楽しめるので、個人的なファン
の一人です。

2018年から担当させていただき、5年目になります。
白糠町は本当に多くの
寄附者様からご支援されていますが、変わらないのは、
ひとりひとりの寄附者様、
ひ
とつひとつのお礼品を大切にされている姿勢です。
そのお気持ちがお礼品を提供さ
れている事業者様にも伝わっているので、
事業者様も一生懸命に頑張られているの
だと思います。
毎年リピートされている方がいるのがその証拠ですね！ 【北海道
しっかりとした張りのある粒の感じがお気に入りです。
ご飯にたっぷりか
産いくら】
けて食べたいですね！

雑誌
『ふるさと納税ニッポン！』
で毎号取材をさせていただいており、
私が担当とな
り、
早6年のお付き合いとなります。
町長を筆頭に、
ふるさと納税全体を見据え、
取り組まれているなと感じております。
また、
ふるさと納税を媒介として、
日本全国に、
生産者様の活躍の機会を設けられているのも素晴らしいなと思っております。
誰に食べてもらっても、
「人生で一番おいしいいくら」
【北海道海鮮紀行いくら】
と言ってもらえる逸品です！製法もこだわりが強く、事業者様の技術も高いため、鮮
度を保ったまま、
私たちの元に届きます。

初めてのふるさと納税をどこの自治体で行うかリサーチしていた時、
「いくら」
好き
な娘が
「パパこれが良い！」
という一言から寄附したことが初めての出会いとなりまし
た！
事業者様と共に歩んでこられた結果が現在の寄附額やサイト内でのプレ
ゼンス、
口コミ
（寄附者レビュー）
に繋がっていらっしゃる事は言うまでもないかと思
います。
茶路めん羊牧場様の
です。北海道と言えばジンギスカン！な
【ラム肉】
のですが、
実はその自給率はかなり低く、
ほぼ輸入肉が使われていることを白糠町を
通じ初めて知りました。

小野 紘暉さん

折田 浩佑さん

芝原 祐子さん

小林 和臣さん

■大阪府出身

■東京都出身

■静岡県出身

■東京都出身

前任の担当者と都内の白糠町の食材を供する居酒屋に行った際に初めて白糠
町の特産品や食材を知り、感動した事を覚えています。
白糠町のふるさと納税
ご担当者様をはじめ、
職員、
首長にいたるまでふるさと納税制度への熱意を感じます。
は本当に美味しいと思いました。弊
【エンペラーサーモン】
と
【いくら醤油漬】
社サイトでも大人気でリピーターが多いのも納得です。

前任から引継ぎを行い、
ご担当させていただくこととなりました。
ふるさと納
税を最大限利用することで町の魅力を発信しており、何事にも率先して取り組まれ
ている印象です。
また、
寄附者ファーストを徹底されており、
根強い白糠町ファンをど
んどん増やしているいイメージを持っています。 【北海道海鮮紀行いくら(醤
油味)】徹底した品質管理で生産されたいくらは、今まで食べてきたいくらとは全く
の別物でした。
こんなにプチプチして鳥の卵のように味の濃いいくらは他に食べたこ
とがないです。
一度頼んだら、
毎年リピート間違いなしだと思います。

白糠町様には当社サイトリリースの2020年10月よりご参画いただいております。
掲載準備に向け、多くのコミュニケーションを取らせていただいたことを覚えており
ます。
選りすぐりの豊富なお礼の品を取り揃え、
寄附者様へ地域の魅力を積極
的に発信されており、
「ふるさと納税制度」
への熱意を感じます。 【エンペラー
サーモン】年に何度もリピートをさせていただいており、我が家の冷蔵庫には必ず
常備されております。
味はもちろんのこと、
骨がないので子供も食べやすく、
時短レシ
ピに大活躍しております。

ふるさと納税の業務に携わることとなり、初めて
「白糠町」
を知りました
（申し訳あ
りません）
。
ふるさと納税のお取組みや海の幸、
山の幸など豊富な地域資源を知るに
つけじわじわと興味が湧いてまいりました。
地域の魅力や、
自治体の将来に向
けての取組みを、寄附者の方に積極的に紹介し、町のファンを増やしていく取組み
は素晴らしいと思います。 【北海道海鮮紀行いくら
まさに
「海の
（醤油味）】
宝石」
。
見た目の鮮やかな色合いと美味な粒感。
リピーターが多いのも納得です。

奈良 正浩さん

菊地 優太さん

北島 敏史さん

久保 七海さん

■青森県出身

ふるりのコンセプトは、
「特産品をはじめとした、
ふるさとの魅力を丸ごとご紹介
すること」。
白糠町を知り、
サイトコンセプトにぴったりのまちだ！と直感し、
ご連絡し
たのがきっかけです。
まち全体がふるさと納税に対する意識がとても高いと感
じています。寄附者様との直接的な繋がりをとても大切にしていて、一過性の寄附
として終わらせないよう、真摯に取り組んでおられる。
という印象が一番強いです。
です。本物のししゃもは旨味が全く違います！一度食せば、
白糠町の
【ししゃも】
ししゃも以外は食べれなくなるかも！
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田中 恵さん

白糠町ふるさと納税イチオシのお礼の品は？

八尋 洸太郎さん

■神奈川県出身

au PAY ふるさと納税を通じて知ることができました。
窓口担当の方々含め、
日々のやりとりの中でとても熱い思いが伝わってきます！個包装1つでも寄附者様か
らの要望に応えられるよう真摯に向き合ってらっしゃるというお話を伺い、
我々として
も更に寄附に繋がるようお手伝いをさせていただく所存でございます！
どれも
を挙げさせていただきます。
お刺身でもおい
魅力的ですが、
【エンペラーサーモン】
しいですし加熱調理しておいしくいただけました。
あと小分けになっているのでとて
も使い勝手がよく、
おすすめです！

■東京都出身

「大切な人にありがとうを届ける」
をコンセプトとする
『ふるる』
に早くから共感して
いただき、
『ふるる』
の公開時点から出店いただいております。
ポータルサイト運
営、SNS、動画や出版物等のコンテンツを活用し、
お礼の品を提供する事業者様と
一体となって町の魅力を発信する取組に力を入れていらっしゃると感じています。
白糠町の自然のなかで、飼育期間や独自飼料にこ
【茶路めん羊牧場 ラム肉】
だわり、
美味しさを追求して育てられた羊肉は、
日本人の好みに合った逸品です。

■千葉県出身

親しい取引先がふるさと納税自慢でいくらとエンペラーサーモンについて熱く語っ
てくれて、
その自治体名が白糠町だった事で、弊社代表から直接白糠町役場にお電
話させて頂きました。
返礼品はとても美味しそうな地場産品が多く、
ふるさと納
税の活用先としては住民の暮らしや町の活性化に充てていて、紳士的で熱意ある
活動で寄附を拡大されており素晴らしいと思います。 【いくら】
ですね！独特な
パック製法で、
保存に優れ鮮度が長持ちするのが素晴らしいです！
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何でも
美味しい白糠町！
今年も応援
します。

中には100回以上リピートして
いただいている方も！
いつも応援ありがとうございます。
都道府県

年代

性別

ご寄附回数

都道府県

年代

性別

ご寄附回数

神奈川県

70代

男性

128
77
66
64
63
62

千葉県

50代

男性

57
54
53
53
52
52

東京都

-

-

東京都

50代

男性

神奈川県

70代

男性

岐阜県

40代

男性

大阪府

50代

男性

山口県

-

-

北海道

50代

男性

大分県

50代

男性

東京都

-

-

東京都

-

-

を
添加物 い
いな
使用してラー
エンペ
は
サーモン
ないの？

というご要望を頂き、
開発された商品がコチラ！

エンペラーサーモン
≪天日塩締め≫
【1kg】
開発のきっかけは、ご寄附者様の要望でした。
素材の良さを生かし、旨味も引き出せるよう、
「天日塩」を適量ふりかけ、一晩熟成いたしまし
た。ジューシーさ、フレッシュ感、ほんのり自然な
塩味です。扱いやすいよう、小骨を取り除き、小

ご寄附者のみなさま からの

ありがたき

声

電話の対応が

ブロックにカットし、冷凍、真空パックにてお届け

白糠町のまちぐるみの

早く、とても

ください）。

取り組みに非常に感心

親切でした。

パンフレットを拝見し、
白糠町を離れ、53年が経ち
ました。ふるさと納税の取り
組みなどがメディア等で報
道されるたび、頑張って

いらっしゃるなと
感激しながら、白糠町に

します（お礼の品は、ふるさと納税編P31をご覧

しました。特に子育

て・移住に関しては
共感いたしました。

住んでいた頃を思い出して
います。

もう何度もリピート

しています。白糠町のふる
さと納税のお礼の品を選ぶ
のが、毎年楽しみで仕方あ
りません。いつかは実際に

白糠町を訪れてみたい

W E B サイトから

と思っています。

お礼の品の良さは
ご寄 附さ れた方やふるさと納税感謝祭に
ご参加いただいた皆様から寄せられた「あ
りがたき声」をご紹介します。直接ご意見
を伺える機会は大変貴重であると考えてお
り、いただいたものにはすべて目を通し、
業務改善や新たな取組への参考にさせてい
ただいております。これからも白糠町と一
緒に、歩んでいただけますと幸いです。

もちろんですが、

棚野町長の人柄や
担当職員の方の想いも
伝わってきました。
応援します。

お礼の品は、

私が思っていた以上に
素晴らしい品々でした。
おいしくいただきました。
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企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）のしくみ
こころざしある企業のみなさまが、寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取組を応援した場合に、税制上の優遇措置が受けられます。

課税の特例
通常の損金算入措置に加え、
法人住民税などの税額控除
により、寄附額の約 9割が軽
減されます。
（例）
1,000万円寄附すると、
最大約900
万円の法人関係税
（法人住民税、 ●10万円以上の寄附が対象となります。
（寄附回数に制限はございません。）
法人事業税、
法人税）
が軽減
●寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
●本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。

企業にとってのメリット

これまでに賛同いただいた企業様

白糠アイヌ協会
会長 天内重樹

白糠町では、
本プロジェクトにご協力いただける
企業を募集しています
※個人による
「ふるさと納税」
でも使い道としてお選びいただけ
ます（ふるさと納税編 P7に掲載）

アイヌ民族をめぐる時代の変遷
アイヌ民族は、かつて北海道を中心にサハリン、千島列島、本州北部など
広い地域に暮らし、山海の豊かな恵みを糧に、周辺の諸民族との交流を通
じて独自の文化を生み出し、その成立は13世紀と考えられています。
明治維新以降、日本の近代化とともに北海道の本格的な開拓が始まる
と、アイヌの人々は先祖伝来の土地を追われ、また、同化政策によって、独
自の言語や習俗は禁じられ、伝統的な狩猟や漁労による生業をも奪われるな
ど、アイヌ民族のアイデンティティは急速に失われていきました。
こうした時代の変遷を経ながらも、アイヌの精神、知恵や文化は脈々と受
け継がれ、現在、アイヌ文化復興の取組や新たな活動に向けた動きが展開
されています。
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5億円

漫画家

山本英夫
株式会社
カリフォルニアシーサイドギャラリー

映 画 制 作スケジュール（予定）
2023年1月 キャスト選定
	    4月 ロケハン・セット制作
	    5月  	クランクイン 

2024年 3月 作品完成
    （公開時期未定）

白糠町長 棚野 孝夫よりメッセージ
2022年6月、映画の成功を
願い、火の神を通じて自然
界の神々に祈りを捧げる
「カ
ムイノミ」をロケ地で行いま
した

白糠町はまち全体がイオル
（自然と共生していたアイヌの人々の伝統的な生活の場）。
先住民族であるアイヌの方々とのお互いの協力なくしてまちづくりは成り立ちません。アイ
ヌの方々がいる地域は北海道各地にありますが、その取組は様々。白糠町では、アイヌ
三大祭りを開催し、その伝統を継承したり、アイヌ文化活動施設「ウレシパチセ」を開設

アイヌ民族をテーマにした映画を全国へ
国は、アイヌの伝統・文化の置かれている状況と先住民族をめぐる国際情
勢に鑑み、アイヌの人々を
「日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族」
とした上で、従来の福祉施策や文化振興に加え、産業振興等を含めた諸
課題を早急に解決し、アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現を目指す
「アイヌ施策推進法」
を平成31
（２０１９）
年４月に制定しました。
そして、国内外でアイヌ文化の復興・創造に向けた機運が高まる中、白糠
町を撮影拠点とする
「アイヌ民族をテーマにした映画」の制作プロジェクトが
動き出しました。
このプロジェクトは、映画作品を通してアイヌ民族とその歴史・文化への国
民理解を深めていただく機会を提供するとともに、白糠町の地域資源を全国
に発信するプロモーションの展開によって、交流人口・関係人口の創出・拡大
を図るなど、アイヌの人々とともに魅力ある地域社会の形成と地域の活性化
に取り組み、ウレシパ
（互いに育む）
の社会実現を目指すものです。

目標金額

（公表にご了承いただいた企業様のみ掲載）
2022年10月現在

脚本家

尾崎 将也氏

し、アイヌの伝統文化を体験できる場を設けたりしてきました。そうした中で、映画の製作
会社様にお話をいただき、アイヌ民族をテーマにした映画を制作するに至りました。白

主な作品

糠アイヌ協会にも協力いただき、過去を伝承していくためにも、史実に基づいてストー

結婚できない男
（2006年2019年、関西テレビ）

リーを創作していただけるものと思っています。映画の公開後には、撮影地である白糠

赤ひげ（2017年、NHK BSプレミアム）

町を巡っていただき、まちの活性化にも繋がることを期待しています。

梅ちゃん先生（2012年、NHK連続テレビ小説）

映画制作
関係者

〈企画・製作〉合同会社プロテカ
〈脚本〉尾崎 将也
〈監督〉
中尾 浩之
〈制作〉株式会社ピクス
〈協力〉株式会社Psychic VR Lab

企業版
ふるさと納税の
お問合せ・
お申込み

No.1企業版ふるさと納税サイト
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パシクル自然公園
数多くのアイヌ伝説の舞台となった場所
白糠町と釧路市音別町との境にある海に面したパシクル沼周辺
は、地名の由来をはじめ、シラヌカアイヌとアッケシアイヌの戦や
アイヌ古式舞踊「フンぺリムセ」の発祥など、いくつものアイヌ伝説
の舞台となっています。

台湾先住民族との
友好交流も進めています
2009 年からは、台湾先住民族との文化交
流を進め、2016 年、新北市烏来区原住民
編織協会と民族間の友好交流提携を締結
しました。

刺牛チャシ

まち全体が「イオル（伝統的生活空間）」
アイヌの人々と歩む
文化と伝統がきらめくまちづくり
本町では、礎を築いてこられた先人に感謝をし、守り受け継が
れてきた自然環境、独自性あふれるアイヌの伝統・文化を、今を
生きる私たちが、次代を担う
「子や孫への贈り物」として、しっか
りと引き継いでいくことを基本理念に掲げ、まち全体が「イオル
（伝統的生活空間）」であるという考えの下、
「ウレシパ
（互いに育
む）」
の意識で、町民一体となってまちづくりを進めています。

ウレシパシラリカ 〜白糠のアイヌ文化〜

ウレシパチセ

「サシウシ」は「サシ（昆布）・ウシ（群生す
る）」という意味のアイヌ語で、昆布の産
地であったことからつけられた地名です。
「チャシ」は「砦」と訳されますが、実際は、
コタンの儀式や裁判、会議などを行う特別な場所、英雄が住む館であったと考えられて
います。チャシ内の竪穴住居跡からは土器・石器・金属器が出土しており、続縄文時代
（約 2 千年前）から擦文時代を経てアイヌ文化の時代（約 200 年前）にまで続くものと考え
られます。弓と矢をイメージして作られた記念碑が建立されています。

アイヌ三大祭

白糠町は町名がアイヌ語の「シラリカ（岩磯のほとり）」を起源
としているとおり、町内には「ショロ」
「パシクル」
「コイトイ」な
ど、アイヌ語に由来する地名が多く、また、チャシ跡などの遺跡
に加え、それらの場所にまつわる伝説も数多く遺されています。
白糠町の恵まれた自然環境は、自然界の多くのもの、身の回り
の道具や衣服も、全てはカムイ（神・霊）の化身であり、
「自然と調
和し共存すること以上に大切なことはない」というアイヌの人々
の思想・精神、そして多くの先人の苦労・努力によって築き上げ
られた大変貴重な財産です。

アイヌの人々の
特別な場所「チャシ」

白糠アイヌ協会は、伝承儀式として、毎年、8月に「ふるさと祭イチャルパ」、9月に「フンペ
（鯨）
祭イチャルパ」、
11月に「ししゃも祭」という3つの祭を行っています。これらの行事では、
「カムイノミ」
（火の神への祈り）、
「ヌサ
オンカミ」
（御幣への祈り）、
「イチャルパ」
（先祖供養）、
「奉納舞踊」、
「供養祭会食」
が行われます。

ふるさと祭イチャルパ

（先祖供養祭）

「カムイノミ（先祖への祈り）」を行い、先祖への感謝と
鎮魂の祈りをささげます。カムイノミ後は先祖や神に
供物や酒をささげる「ヌサオンカミ」や、女性たちによ
る「イチャルパ（先祖供養）」、
「エムシ・リムセ
（剣の舞）」
や「ク・リムセ（弓の舞）」などの古式舞踊を奉納します。

白糠町のアイヌ文化活動の拠点
「ウレシパチセ」は2018年4月、白糠町のアイヌ文化活動施設で、アイヌ弔魂碑が建
立されている岬の森東山公園の麓にオープンしました。
「ウレシパ（互いに育む）
・
チセ
（家）」という意味で、アイヌ伝統文化の保存伝承活動とともに、文化交流、国際
交流、情報発信の場として、アイヌ文化を正しく理解してもらうための施設です。

フンペ（鯨）祭イチャルパ（鯨祭）
白糠アイヌ文化保存会
も
オリジナルグッズ
販売中！
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1984 年 4 月の設立以来、古式舞踊をはじめ民族伝統文化の
保存伝承活動に取り組むとともに、町内外の各種文化行事
での発表を通して、アイヌ文化の振興に努めています。

白糠アイヌ文化保存会
会長 磯部 惠津子さん

昔、飢えに苦しんでいた白糠コタンの人々がカラスの鳴く声に導
かれて、パシクルの海岸にクジラが上がっているのを見つけ、天
の恵みに感謝したというフンぺ
（鯨）
伝説を基にした祭りです。

ししゃも祭（安全操業・豊漁祈願）
ししゃも漁の安全操業や豊漁を祈願する祭り。かつて
飢饉に見舞われたときに老夫婦が天に祈ると、雨で流
された柳の葉が魚の群れを連れて川をさかのぼり、飢
えから救ったという伝説に倣って開催されています。

白糠町のアイヌ文化の復興・創造に向けた新たな取り組みを
次ページで紹介します！
14

白糠食材フルコースの考案者たち

face to face

繋がりを大切に
白糠町ふるさと納税感謝祭
2019& 2020
～まちも、食材も、
もっと知って、白糠町～

感 謝 祭の 目 的

出向いていくことで寄附者・生産者・レストラン・
白糠町それぞれの関係性を強くする
ふるさと納税の関係人口（寄附者）を
交流人口へ転換、移住・定住へ結びつける

digest

サンス・エ・サヴ ー ル

鳥もと 本 店

鴨田 猛

伊與田 康博

だ

たけし

い

料理長

よ

だ

やす ひろ

店長

2019
3

4

何 度も白 糠 町 に足を運んでいただいている鴨 田シェフ。レストランの 通 常メ
ニューでも積 極 的に白糠 食 材を使 用いただいており、白糠 町との関 係 性は深
まるばかりです。

ふるさと納税感謝祭への参加をきっかけに、店内に白糠町を応援するポスターや白
糠町のパンフレットなどを設置し、
まちのアンテナショップのような役割を担ってくれ
ています。

南仏モンペリエにある名店「ル・ジャルダン・デ・
サンス」の日本店。素材の絶妙な組み合わせにより、
創り出される料理は南仏を感じる繊細で軽やかな味
わい。丸ビル35階にある店内からは東京が一望でき、
昼と夜とで異なる表情を楽しむことができる。

居酒屋ファンなら知る人ぞ知る、TV番組でも常連の杉並
区を代表する昭和27年創業の老舗焼き鳥店。伝統の焼
き鳥の味と、先代から続く「財布にやさしく毎日通える安
い店」という信念を守りながら、北海道出身の人脈と独
自の流通で、北海道の新鮮な海産物を安く提供する。

生産者・町長と参加者との記念撮影も
サンス・エ・サヴール

感謝祭終了後も、記念撮
影や意見交換など多くの
ご寄附者様と交流を図る
ことができました。皆 様か
らの意 見・感 想は白糠 町
の 励 みとなり、感 謝 祭を
きっかけに動き出した取
り組みも増えてきました。

digest
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〒167-0043東京都杉並区上荻1-4-3
TEL.03-3392-0865
【営業時間】月～金 13:00～24:00
土
12:00～23:30
日・祝日 12:00～23:00
【 定 休 日 】無休

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、営業時間等が変更になっている場合がございます。

「町の発展のために様々な方が一
致団結して取り組んでいらっしゃる
と思いました」
「人が素敵！また、おいしいものが
いっぱいで羨ましいです。素敵な会
場での素敵なイベント。
これはファン
が増えるなと感じました」
「生産者の方と直接会う事が出来
て良かったです！」

生産者の声

鳥もと 本店

〒100-6335 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 35階
TEL.03-5220-2701
【営業時間】ランチ
11:00～15:30（LO 13:30）
ディナー 平日 18:00～22:30（LO 20:30）
土日祝 17:30～22:30（LO 20:30）
【 定 休 日 】無休 ※丸ビル休館日に準ずる

「消費者の方と直接コミュニケー
ションを取れる機会はとても貴重で
ありがたいです。生の声を聞くこと
で商品開発や改良に活かすことが
できます」

生産者のメリット
一流のレストランでも通用する白糠ブランドを再確認
お礼の品の魅力向上へのアイディアの創出
全国への販路拡大の足がかり

感 謝 祭 を 通 し て 得 た もの

参加者の声

11

故郷“北海道”の味を知っているからこそ
自信を持って提供できるんです

かも

白糠 町ではお礼の品をお贈りして終わりということではなく、 使
い 道 のご報 告をさせていただいたり、SN Sなどで白 糠 町 の 情
報を発 信させていただいたりと、 皆 様との 繋がりを大 切にして
います。 ふるさと納 税を通して、白糠 町を知っていただいた方
に、実 際に白糠 町を訪れていただき、まちを見て、 気に入って
いただけた際には、 移 住もご検 討いただきたい。また、 海のも
のから山 のものまで揃う「 食と食 材 のまち白糠 」 の 豊 富な食
材とその生 産 者など、白糠 町のことをより広く深く知っていただ
くために、 感 謝 祭を実 施するに至りました。

参加者1人1人と直接・丁寧に
コミュニケーションを図る

白糠食材だから味わえる本物の味を
フレンチを通じて愉しんで欲しい

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、営業時間等が変更になっている場合がございます。

ふるさと納税の関係人口から
ふるさと納税を通した
企画により、
「白糠町」の
食材を始めとした魅力を
直にお伝えすることがで
きる

観光地や景勝地が
乏しい白糠町では、
「白糠食材」が寄附者と
生産者をより密接な
関係にする

白糠食材の魅力は、
白糠食材を提供する
レストランへ訪れる
きっかけにもなり、
新たな発見へと繋がる

白糠食材が流通する
ことで、ふるさと納税
以外でも寄附者・生産
者・白糠町・レストランの
関係が続く

1対1の繋がりの大切さをより一層意識しております
感謝祭で多くのことを学び、
その経験を活かした事業も創出することができました。
参加者の皆様からいただいた大切なご意見をもとに、
これからも取り組みを続けてまいります。

白糠町からの
情報発信を強化
何度もリピートしていただいている寄附者へ
町長から直接電話でお礼をするプロジェクト
や、特設サイト・SNS・メルマガ・パンフレッ
トなどでの情報発信をより強化しました。

子育てや移住・定住の
支援施策をわかりやすくPR

「お食事体験型返礼品」
の充実

既存の一方的な情報発信ではなく、日本一
を目指している充実した子育て支援の内容
や、移住・定住の支援施策をしっかりとPRす
るための情報発信の見直しをプロジェクトとし
て立ち上げました。

「お食事体験型返礼品」の目的は感謝祭の
コンセプトと近いものがあります。積極的にレス
トランとタイアップし、ふるさと納税だけで終わら
ない食材流通の関係づくりに取り組んでいます
（詳しくはふるさと納税編 P53をご覧ください）
。
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菅前首相、小泉元環境相、鈴木北海道知事らが

ふるさと納税関連業務を請け負うシステム開発会社

ふるさと納税、再生可能エネルギー視察で
白糠町へ来町。

「シフトプラス株式会社」
の営業所とコールセンターが白糠町に開設！

2022 年 8 月 24 日、菅前首相が、首相在任

の中でふるさと納税が生かされている。私

イオマス事業を行う「白糠バイオマス発電

中の重点施策であった「ふるさと納税」と、

自身、総務大臣の時に（制度を）作って本当

所」、災害時も太陽光発電を活用できる最

「掘削技術専門学校」や、
「白糠バイオマス

に良かったなと思っている」とおっしゃっ

新の消防庁舎などの視察も行われました。

発電所」など、再エネ・脱炭素先進地の視察

ていました。また、北海道は 2050 年まで

菅前首相は、
「温室効果ガス排出実質ゼロ

として本町を訪れました。本視察には、小

に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする

を目指すには、再生可能エネルギー生産の

泉元環境相、鈴木知事らも同行されまし

目標を掲げており、目標達成に向け白糠町

技術者養成は欠かせない。ふるさと納税の

た。
「 ふるさと納税」の視察として、お礼の

の先進的な取り組みを視察しました。地熱

現場も知ることができ、両分野で白糠町に

品を提供している企業や、子育て支援を充

発電のために欠かせない掘削技術者を養成

頑張ってほしい」とおっしゃっていました。

実させている現場を視察していただきま

する2022年4月に開校した「掘削技術専門

鈴木知事は「再生可能エネルギーで北海道

した。東和食品 ( 株 ) への視察では、
「エンペ

学校」では、実際に地面に穴を開ける「 やぐ

は大きな可能性を持っている。視察を契機

ラーサーモン」を試食し、菅前首相は「地域

ら」をご覧になり、掘削技術や設備の仕組

に国ともさらに連携を強化し

みの説明を受けられました。再生可能エネ

ていきたい」と話されました。

ルギーを活用した最新施設である、木質バ

全国約 390 市町村と契約し、全国の寄附総

ステムの運営なども行う予定

額のほぼ半数を管理する、ふるさと納税関

です。シフトプラスの中尾社長

連業務を請け負うシステム開発会社「シフ

は「白糠はふるさと納税では全

トプラス株式会社」が、2023 年 2 月に白糠

国のリーダー的存在。関連する

町東部の庶路地区に営業所とコールセン

企業として、雇用創出に貢献し

ターを開設することとなりました。繁忙期

たい」と話しており、棚野町長は「町内の若

は最大 100 人のオペレーターを雇用する計

者や主婦層に働く場の選択肢が増え、定住

画となっております。ふるさと納税への寄

促進にも繋がる」と今後の町の発展に期待

附やお礼の品の配送状況などを管理するシ

を寄せております。

株式会社イミューによる

「白糠産品開発プロジェクト」
がスタート
マーケティングリサーチ会社「株式会社イ

レシピ監修で代官山の有名店
「割烹TAJIMA」

ミュー」と白糠町による、寄附者様との繋が

にも協力いただきました。開発から流通だ

りから市場起点の新商品を開発し、地域課

けでなく、寄附者様から口コミやアンケー

題の解決を目指す「白糠産品開発プロジェ

トをいただく体制を整え、皆様の声を反映

クト」がスタートいたしました。白糠町の豊

し商品のブラッシュアップを図ってまいり

富な一次産品に、加工技術によりさらに付

ます。今後は第二弾として“ブリ”の商品開

日本は、世界でも有数の地熱資源大国で、資源

加価値を付け新商品の開発を目指すという

発を検討中、2023 年春には、

量は世界第 3 位ですが、地熱発電設備容量につ

ものです。第一弾として本町の一次産品を

加工設備兼事務所を白糠町に

代表する白糠漁業協同組合の“秋鮭”を採用、

開設予定となっております。

2022年4月掘削技術者を養成する
“全国初”
の専門学校

学校法人ジオパワー学園が開校
地熱エネルギーの技術者を育成

いては、掘削技術者の不足で、世界第 10 位と低
迷しています。また、日本の地熱発電設備容量
はこの 25 年間ほとんど増えていませんが、発

※白糠産品開発プロジェクトについては、ふるさと納税編 P33をご覧ください。

電電力量は年々減少を続けています。日本で
は、掘削技術を教育する大学は少数であり、高
等学校や専門学校は存在しないのが現状です。
このため、地熱掘削業界では各社がそれぞれ
の技術教育を行っており、技術レベルは様々
で、若い世代への技術継承が適切にできてい

話題
満 載！

ません。また、深刻な人材不足も問題となって
います。このままでは、地熱開発の促進に影響
が出るだけでなく、掘削技術の継承ができず、

町技バドミントンで町を盛り上げる！

世界でも有数の地熱資源を開発することがで

ちいさなまちの
おおきなできごと
まとめました

しら ぬ か
トピックス
S H I R A N U K A

TOPIC S

きなくなる可能性があります。しかし、これら
の問題は、日本に初めて掘削技術専門学校が

い っ せ い

松下一誠君2度目の全国大会優勝

できたことにより、全て解決されるのです。

熊本県で開かれた第 23 回ダイハツ全国小

掘削技術専門学校
将来性のある地熱発電に係る一貫した掘削技術教育機
関として、経験豊富な技術者を講師として招き、若い
世代への技術教育を実施し、技術の伝承と掘削技術の
向上を進めていくため設立された日本初の専門学校。

強国インドネシアより2名のコーチを招へい
全国レベルの育成体制が整っています

学生ABCバドミントン大会で、白糠学園６
年の松下一誠君が５年生と６年生の男子

学校概要
修業年 1年

春季入学

全日制

生徒数 総定員：80名
（学科：掘削科）
ロータリー掘削コース：30名

の部のシングルスに出場し、初優勝しまし
た！去年の全国小学生バドミントン選手権
大会男子シングルス 5 年生以下の部優勝に

スピンドル掘削コース：30名

続く、２度目の全国制覇という快挙となり

掘削管理者養成コース：20名

ました。2022 年 9 月 29 日には全国制覇を
記念して、白糠町にて優勝記念パレードを
実施、松下君は「今回の優勝は、指導してく
れたコーチや関係者の方、皆様の応援のお
かげです。次の大会でもいい結果を残した

チャンドラさん
（上）
と
ヘンドロさん
（下）

「白糠をバドミントンの町に」をスローガンに、町技でもあるバドミントン
振興が進んでいます。国際交流員（ SEA）としてバドミントンの強国インド
ネシアよりマデ・チャンドラ・ベラタさんと、ヘンドロ・ブディ・スラハマン
さんが白糠町の小中学生を対象に指導を行っています。チャンドラさんは、
インドネシアを代表する選手として活躍。カンボジアナショナルチームの
ヘッドコーチ、東海女子大学のコーチとして全日本インターカレッジで優
勝に導く指導経歴を持ち、日本の名だたるトッププレイヤーの指導を行っ
てきました。ヘンドロさんはチャンドラさんの後輩にあたり、コーチング
スタッフとして長年選手を育成してきました。白糠町では、プロコーチか
ら世界レベルの指導が受けられる環境が整っております。

いです」と笑顔で報告してくれました。
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いしぐろ

たかあき

石黒 貴章さん

INTERVIEW

子どもたちにも
白糠町で
暮らせて良かった
と思ってほしい

か と う

妻が白糠町の出身で、いずれは白糠町に戻りたい
という思いがあったようでして。子どもが学校か

を育てたりと、今の生活にはとても満足してい
ます。

ら帰ってきたときに、家族
（祖父母）がいてくれる
という生活をしたいということで、娘が小学校に

------白糠町の子育て・移住定住に関する
支援についてはどうお考えですか？

入学するタイミングで白糠町に家を建てて引っ越

まちの子育て支援制度や助成金制度が充実して

して来ました。

いるというのも、移住する大きなきっかけにな
りました。子育て支援では、医療費や保育料が無
料、給食費も無料ですので、その分のお金は、子
どもたちがやりたいという習い事に使っていま
す。また、白糠町には住宅を建てるのに助成金制
度がありますので、妻と「 それを活用するのもい
いね」という話になり、妻の実家の隣に家を建て
ることにしました。白糠の空き家バンクも見て、
実家の近くに家や土地を探したりもしていまし
た。白糠には広い土地もありますので、白糠なら
子どもを伸び伸び育てることができると思った
んです。

------実際に住んでみて、
白糠町はいかがですか？
娘は学校から帰ってきたら祖父母の家に行くの
で、安心ですね。家の外で子どもと遊んでいると、
気さくに話しかけてくれる人が多くて、そうい
う人の温かさもまちの魅力の一つだと思います。
公園でも、いつの間にか知らない子ども同士で
一緒に遊んでいたりして、都会では薄れてきた、
そういう『田舎の良さ』みたいなものが残ってい
るのもいいなと思います。自然も豊富で、家の前
でバーベキューをしたり、庭に畑を作って野菜

------白糠町に移住したきっかけは？

育て支援が充実していることはもちろん、白糠

去年までは石川県の金沢市に住んでいたのです

町は子育てをするのにとても良い環境だと感じ

私は、子どもたちにも将来、
『白糠町で暮らせて

が、二人目の子どもの出産に伴い、実家に戻り

ており、幼児教育にも注力してくれて、うちの子

良かった』と思ってほしいです。全国的に核家族

たいと思ったのが一番の理由です。金沢には身
内がおらず、体調を崩したりすると上の子ども

どもは最近、ひらがなに興味を持ち始めました。

化が進んでいますが、白糠町だと大人と子ども
が関わりを持つ機会がありますので、そういう
中で、子どもたちには自ら人間関係を作ってい
けるような、そんな力を身に付けてほしいなと
思っています。制度も環境も良い白糠町。子育て
にも最適だと思いますので、移住をお考えの方
はぜひ一度足を運んでみてほしいです。
お 子さんの お 気
に入りの 場 所 だ
という家 の 中 の
ハンモック。
庭 の 畑ではニン
ジンやダイコン、
イモなどを栽 培
している。

移 住者

の面倒を見られる人がいなくなってしまうなど、
不安が多かったためです。夫も北海道の出身で、
帰省するたびに数十万円くらいかかるというこ
ともあり、いつかは北海道に戻りたいなと思っ
ていました。

------白糠町の子育て・移住定住に関する
支援についてはどうお考えですか？
白糠町の子育て支援については、地元の友人か
らいろいろと話を聞いていたので、以前から
知っていました。給食費や医療費、保育料が無
料だと。こども園の園舎は新しくなってきれい
ですし、場所も移転して津波や洪水といった災
害の心配もなくなったので安心しています。子

やはり子育て支援ですね。妻はパートで働いてい
るのですが、給料のほとんどが保育料でなくなっ
てしまうため、妊娠したときに仕事を辞めるかど
うかという話しになりました。ですが、白糠町な
らば保育料が無料だということで、それならば白
糠町へ引っ越そうとなり、妻は仕事を続けながら
子育てを行っています。

土地の無償提供など
移住するメリットが
多いです

ま え か わ しゅん

俊さん

------白糠町に引っ越す際、
どのように今の家を探しましたか？
子どもがいるので、ある程度広さのある家を探
したのですが、なかなか見つからなくて。最初は
西庶路地域のアパートに引っ越しをしたのです
が、もっと広いところが良かったので、ちょこ
ちょこ空き家バンクを見ていたんです。そした
らこの家が出ていたので、すぐに問い合せをし
て契約しました。

7

実は、家を建てるために土地を買いました ( 笑 )。
今、建設業者と話を進めているところです。地元
の業者と地域材を使えば、町から補助金が出る
ので、どちらも利用しようと考えています。町の
ホームページにはこういった補助制度が載ってい
ますので、自分でいろいろと調べました。

保育園が無料で待機園児もいないというのは、非
常に魅力的だと思います。北海道に帰ってくると
なると、一時無職という状態になり、そうなると
子どもを保育園に入れることが非常に難しくなり
ますが、白糠町は保育料が無料の上、条件が整っ
ていれば申し込みをした翌月には、子どもが保育
園に入れますので、それは移住する大きな要因の
ひとつになりました。白糠町は制度も環境も子
育てに最適だと思います。うちの子どもも自由
に伸び伸びと成長してくれていますし、体を動か
すことが好きなので、自分がやりたいと思ったこ
とをやらせてあげたいなと思っています。

INTERVIEW
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------白糠町では移住・定住者に土地の無償
提供もしていますが、家を建てることは
お考えになりましたか？

------最後に白糠町への移住を検討されて
いる方へ、メッセージをお願いします。
体を動 か すこと
が好きというお子
さん。最近は勉強
もが ん ばってい
るんだとか。

からみた白糠町

1994年生まれの28歳、
釧路市出身
妻（莉央奈さん）
と息子
（3歳）
の３人家族
釧路市音別町の大塚製薬に勤務
趣味は旅行

------白糠町に移住したきっかけは？

こ

----最後に白糠町への移住を検討されて
いる方へ、メッセージをお願いします。

INTERVIEW

前川

ち

1994年生まれの28歳、白糠町出身
夫（拓哉さん）
と息子（4歳）娘（0歳）
の4人家族
趣味は、寝かしつけのときに笑えるYouTubeを見るのと、
子どもの服をネットでポチポチすること

［インタビュー］

子育て支援を
はじめとした制度は
非常に魅力的です

さ

加藤 佐知子さん

1984年生まれの38歳、
釧路市出身
妻（真梨さん）
と娘
（7歳）
、
息子
（4歳）
の4人家族
釧路市の北海機材工業 釧路工場に勤務
趣味はフットサル

------白糠町に移住したきっかけは？

子どもたちには
自由に伸び伸びと
成長してほしい
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04
にしむら

●●●●●●●
●●●●●●

こ う じ

西村 康志さん
1988年生まれの33歳。白糠町出身
妻（初未さん）
と息子（1歳）
の3人家族
釧路孝仁会「えぞりんどうの里」
に勤務
趣味はパソコンとゲーム

------実際に住んでみて、
白糠町はいかがですか？
すごく良いと思います。お金の面でもそうですし、
今、子どもが通っている庶路こども園も高台に
あって、施設も新しいですし、安心して子育てで
きる環境になっていると思います。インターネッ
トの環境も整備されていますので、テレワークな
どで仕事をしている方は、白糠町で伸び伸びと暮
らすのも良いんじゃないかと思います。

------移住される際、不安はありましたか？

------白糠町に移住したきっかけは？
釧路市に住んでいたのですが、私の実家が白糠
町の西庶路にありまして、家を建てようかと考
えていたときに、白糠町では土地の無償提供を
していることを知りました。何百万円もする土
地代がかからない分、家を大きく建てることが
できますし、子育て支援も充実しています。そ
れに子育てでは実家の両親にも手助けしてもら
いたいと考えていたので、移住するメリットが
たくさんあると思いました。

------白糠町は子育てする環境として
いかがですか？

やはり田舎なので、最初は妻を説得しました ( 笑 )。
田舎ですが、高速道路が通っていて庶路にはイン
ターチェンジもありますので、今まで住んでいた
ところよりも、むしろ実家が近くなったと今では
妻も喜んでいます。
車が大好きだというお子さん。
『将来は周りに流されず、
自分の考えをきちんと持った人に育ってほしいと願って
います』
とご両親は語る。

白糠町には公園がたくさんあって、新しい遊具
も整備されているので、子どもたちが外で元気
いっぱいに遊べます。散歩をしながら自然と触
れ合うことも多く、大人にとっても良い環境
だと思っています。こども園では、幼児教育が
行われており、園児のうちからひらがななどの

勉強をしています。小さい頃は吸収が早いので、
とてもありがたい取り組みだと思います。小学
校に入学した後も放課後学習サポートなどがあ
ると伺っていますので、教育が非常に充実して
いるなと感じています。

いいなと思います。子育て支援はもちろん、白
糠町は住みやすい環境が整っていますので、こ
んな良いところで暮らせて本当に幸せです。

------最後に白糠町への移住を検討されて
いる方へ、メッセージをお願いします。
白糠町は伸び伸びと子育てが出来る良い環境
だと思います。保育園も毎月申し込みができて、
その翌月から通うことができますし、子どもが
少ないので、こども園の先生方も子どもたち一
人一人をよく見てくれているなと感じます。近
所を散歩していたら、おじいちゃんやおばあ
ちゃんが話しかけてくれたりして、そういうと
ころも白糠町ならではかなと思います。子ども
たちはもちろん、私達ものんびり暮らせている
なと感じます。子どもにはこの環境で伸び伸び
育って、友達思いの優しい子になってくれれば

お子さんは元気
いっぱい！おうち
でも外でも伸び
伸び遊んでいる
とのこと。
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子育てするなら、やっぱり白糠

ご当地絵本「ぼくはたいようのて」

ひと目で分かる！ 支援・教育チャート

地のことを紹介する、地元愛に溢れた絵本。子どもの教育にも
ぴったりな絵本です。白糠町でもブックスタート事業でご当地
絵本「ぼくはたいようのて」
を健診時などに無償提供していま
す。この絵本は、白糠町のシンボルとも言える
「太陽の手」が
主人公となって白糠町を紹介しており、作中には「どこまでもあ
おいうみ」、
「あきあじ ししゃも」、
「シカやキツネ
たちのはなしごえ」
など白糠町を象徴する言葉
が並んでいます。YouTubeでは、読み聞かせ
の動画が配信されていますので、
ご覧になって
ください。

白糠町には助産師の役場職員が常駐！

専門知識を活かした
安心の「産前ケア・産後ケア事業」
●子育て世代包括支援センター「イコロ」
安心して妊娠・出産・子育て
ができるよう、保健師・助
産師・管理栄養士がさまざ
まな相談に応じる役場に開
設したスペースです。

皆さんはご当地絵本を読んだことがありますか？その土

2回目の開催！
小島よしおさんの特別講座
2021年3月に続き、2022年4月に「牛
乳消費拡大 PR 活動事業」の一環として、
牛乳に関する特別講座を開催しました。
牛乳の大切さを「教育」という形で子ど
もたちに伝え、
「健康づくり」と「第一次
産業の再興と振興」というまちづくり
を絡めた取り組みを進めています。

●白糠子育てアプリ♡イコロ
本 町 で は 母 子 手 帳 ア プ リ「 母 子
モ」を「白糠子育てアプリ♡イコ
ロ」として導入しました。

産 前 ケア
①電話・家庭訪問

助産師が電話や家庭訪問を行い、出産に向けての心構えや入院準
備ができているかなどを確認し、安心して出産を迎えることがで
きるよう支援しています。

②両親学級

産前のご夫婦への支援として、
「沐浴体験」や「妊婦体験」、産後
うつや乳房ケアについて助産師が講話する会です。

③ママ♡こっこ広場

妊娠中から子育て中の保護者が集まり、
情報交換や育児相談等をする交流の場を
設けています。毎回、いろいろなテーマ
で開催しています。

産 後 ケア
①出産後の早期助産師訪問

出産退院後、1 週間程度で助産師が家庭訪問を行い、退院後も
助産師による支援が継続できるよう早期訪問を行っています。

②生後約4週間での助産師・保健師による家庭訪問

前回の訪問から順調に育児ができているかを確認し、予防接種
や今後の健康相談・健康診査の案内をしています。

③相談料金0円＆回数無制限！助産師がいつでも訪問

白糠町では助産師がいつでもご家庭に訪問し、安心して出産や
育児ができるようにサポートしています。回数に制限はありま
せんし、相談料金もかかりません。

5
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まちづくりは子どもから

「子育て応 援日本一 のまち」で 暮らそ！

移住・定住へのステップ

1

STEP

ご家族で
話し合いましょう

子 育 て 応 援 日本一 のまち

家族の未来をそれぞれの視
点から話し合うことで、ご本
人だけでは見えない問題や課
題点もたくさんでてきます。

2

STEP
新たなまちづくりは子どもから

結び、2005 年から
「第 1 次産業の再興と振興」
「町民

が町長選挙に出るきっかけとなったのは、小学校の
PTA 活動でした。当時の小学校の PTA 会長が教育委

掲げた、新たなまちづくりに着手することができる
ようになりました。
0歳～15歳までの子どもをまちで育てる。PTA活動

子どもが小学校に入学してすぐではありましたが、

の中で特に感じたのは、小学校と中学校は連携して

会長を引き受けました。私は PTA 会長を下の子ども

いるどころか、非常に深い溝があるということです。

が卒業するまでの10年間務めました。そこで学んだ

先生の考え方が全く違う。これでは子どもたちに良

ことが町長選挙に出るきっかけとなっています。

い教育を行うことはできません。幼児教育は非常に

私は、白糠町長に就任して７期目になります。就

重要で、
“三つ子の魂百まで”と言いますが、この期間

任した頃は、まちの財政が厳しく、町民全員で協力

でついた差を埋めることは非常に難しいと感じてい

し合って改革を進めましたが、国の三位一体の改革

ました。そのために白糠町では小学校 6 年、中学校 3

も重なり、市町村合併も協議せざるを得ない状況に

年制をやめて一貫教育に移行しています。校舎の建

までなりました。結果、住民投票で合併はしないと

て替えをきっかけに、分離型ではなく、同じ校舎で小

いう自立の道を選ぶことになり、
“無我夢中”“全力

中一緒になった一貫教育をはじめました。認定こど

疾走”で職務にあたりました。こうした改革が実を

も園でも、幼稚園・保育園の一元化を行っています。

子育て支援はフルセットで

1位

白糠郡白糠町 77.08
2位
北斗市
※数値は偏差値

3位
73.13

TOP10

白糠町では保育料が無料、給食費が無料、医療費も
18歳まで無料、生まれたときや小学校・中学校の入学

4位 樺戸郡新十津川町 72.91

時にもお祝い金を出しています。子育て支援はフル

5位 河西郡芽室町

70.36

セットで行うことが大切だと考えています。通常、生

6位 足寄郡足寄町

69.92

まれて半年の子どもを保育園に預けると 1 人 25,000

7位 空知郡南幌町

63.68

円くらいかかりますが、白糠町ではそれが無料なの

8位 中川郡幕別町

61.56

9 位 恵庭市

59.48

10 位 新冠郡新冠町

59.25

出典：
「SUUMO住民実感調査2022 北海道版」リクルート調べ

移住の目的はみなさまそれぞれ。ご本
人やご家族が、どんな環境でどんな生活
をしたいのかなど、目的や移住後の生活
のイメージが具体的になると、地域やお
住まい、お仕事、自然環境など探しやすく
なるはずです。

移住・定住候補先の
情報を集めましょう

新たなまちづくりは子どもからだと考えています。

員に就任され、兼任ができないということで、私の

子育てに関する自治体サービスが
充実している自治体ランキング

目的や移住後の生活の
イメージを深めましょう

仕事、気候、交通アクセス、学校、病院、買物の手段
など、気になる情報を調べていきましょう。白糠町の
情報で気になることがあれば、白糠町役場企画財政課
企画調整係（ TEL 01547-2-2171）へお気軽にお問い合わ
せください。

の健康づくり」
「教育
（意識改革）」を３本の柱として

子育てはまちづくりの根幹だと考えています。私

上川郡東神楽町 75.26

3

移住・定住の目的はなんですか？

で、子育てのほかの部分にお金を使うことができま
す。さらに、子どもはまちが責任を持って預かるので、
親は安心して働くことができて、収入がさらに増え
ます。少子化問題にも大きく貢献できる支援だと考
えています。

3

STEP

一度、白糠町へ
お越しください
白糠町の暮らしやすい
気候や、白糠町民と触れ合
うことで、移住・定住のイ
メージがぐっとリアルな
ものになると思います。

4

STEP

「ちょっと暮らし」
本町への移住・定住をご検
討されている方を対象に、
「 ちょっと暮らし住宅」をご
用意しています。

お仕事やお住まいは
お決まりですか？

お住まいは
お決まりですか？

白糠町でお仕事探しをするなら、まずはお気軽に
ご相談ください！白糠町には釧路市と白糠町の行政
区域にまたがる工業団地があり、50 社を超える企業
が立地されています。ハローワークからの求人情報
は、町ホームページや役場１階ロビーに掲載してい
ます。就農をご検討されている方へは、各種支援制
度と合わせてご説明させていただきます。

白糠町では、町内の空き家
の有効活用を通じて、移住・
定住促進を図るため、
「白糠
町空き家バンク制度」を設置
しています。ウェブサイトか
ら物件を閲覧することができ
るのでぜひご活用ください。

「白糠町
空き家バンク」
空き家や土地をお探しの方
は
「白糠町空き家バンク」を
ご活用くだ
さい。

白糠町の情報は「町勢要覧」で詳しく紹介しています。
お問い合わせは企画財政課地域交流係（01547-2-2171〈内線230〉）
までお願いします。
4

笑 顔 輝 く 太 陽 のまち
し ら

ぬ

か

まちのイベントは
１年中たくさん！

ちょう

白糠町

EVENT

9月

8・9・11月

3月

アイヌ三大祭り
白糠町
ロードレース
北海道の長い冬の終わりを
告げるロードレース。道 内
最初の大会で、町内外から
数多くのランナーが参加し、
冬場のトレーニングの成果を
試す。

見どころ
白糠町には
イベントも
スポットも
ん。
盛りだくさ
に来て
び
是非一度遊
い
くださ ！

白糠駒踊り
1919年、
白糠村に開設されていた陸軍軍馬補充
部釧路支部の開庁記念祭で披露されたのがはじま
りといわれる
「白糠駒踊り」。2019年で100周年を
迎え、若駒の一日を4つの節
（せつ）
で表現した勇壮
活発な、
白糠町の郷土芸能として広く知られるように
なった。1964年の東京オリンピックや上海・台湾な
ど海外でも公演し、
文化の継承を行なっている。

7月

（通称カミパラ）
毎年9月に開催される。白糠南通
り商店街（ハミングロード）
が2日
間歩行者天国となり、
各種屋台や
イベントが楽しめる。

ぐるっと庶路ダム紅葉ウオーク
毎年10月に開催。紅
葉ウオーク終了後は、
ダム見学会も実施さ
れ、普段は見ることが
できないインフラツー
リズムが楽しめる。

10 月

8月

白糠釧勝峠駅伝大会＆
白糠町駅伝競走大会
白糠厳島神社例大祭
7月第4日曜日を最終日として、前々日
の金曜から行われる。五穀豊穣と海の
安全を願い、最終日に神輿ごと海に入
る名物
“海中みこし”
。荒波にも負けな
い大迫力の神輿は必見。

岬の森東山公園からの風景。白糠漁港と白糠市街が一望できる

カミングパラダイス

祖先供養祭の8月
「ふるさと祭り」、9月
「フンペ(鯨)祭り」、感謝と大漁祈願の
11月
「ししゃも祭り」
と伝統儀式や古式
舞踊などアイヌ民族の文化に触れること
ができる。2018年に移転したアイヌ文
化活動施設「ウレシパチセ」でもアイヌ
文化が体感できる。

11月に行われる北海
道 のランニングシー
ズン最後のレース。

11 月

港 in しらぬか花火大会
約1万発の花火が潮風香る会場で打ち上げられ、
白糠
漁港の夜を染め上げる。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
これらのイベントの202２年度の開催が中止または縮小となったものもございます。1日でも早く、
また以前のように開催できることを祈っています。

【白糠の由来】
北海道の東、太平洋に面している白糠町。
「シラヌカ」の名の由来
は、アイヌ語で「磯」
を意味する
「シラリ」、
「 上」
を意味する
「カ」や「シ
ラルカ」、
「シラリイカ」で、波が磯を越えしぶきが立つ「岩磯のほとり」
を指すといわれ、現在の白糠漁港に注ぐオクネップ川からシラリカッ
プ川付近の岩磯地帯を見て付けられた地名と言われています。

白糠学園
2022年8月20日に開校した
「白糠学園」。小中一貫校
で白糠町では2校目となる義務教育学校

知床

白糠町 Data

しょ ろ

庶 路 ダム

美しい自然に囲まれた
「庶路ダム」。ダム下流には、
『 天滝』、
『 不動の滝』
があり、
脈々と庶路川の清水を作り出している

● 旭川

北 海 道 の 東 部に位 置し
総面積は773㎢と道内で
も比較的大きな面積を持
つ。その総面積の83％を
森林が占める。

● 札幌

たんちょう
釧路空港

釧路湿原
国立公園
●
●
釧路市

しらぬか物産センター
こい とい かん

恋問館

● Access

山海の恵やオリジナル商品など、白糠
のお 土 産が 揃う「 道 の 駅しらぬか 恋
問」。併設のレストランからは雄大な太
平洋が一望できる

札幌から

白糠漁港
白糠の
“美味しい”
を支える
「白糠漁港」。
ふるさと納税のお礼の品の中には、白糠
漁港で水揚げされたものが多くある

1

● 函館

世界遺産登録地域知床や釧路湿原国立公園を
有するひがし北海道に位置。東京からは約2時間
で行くことができる小さなまち。

毎年1月3日に行われる初売り。名物
“魚の福袋”
を求
め、町民はもちろん町外からも人が集まり開店前から
行列ができる、
白糠町ではおなじみの光景

車で約4時間
JR北海道
札幌―白糠 約4時間
空路
（新千歳・丘珠）
で
約４5分

釧路から

車で約40分
東京から

空路
（羽田空港）
で
約1時間35分

「ご出身は？」
「釧路の方です！」
釧路空港から

車で約25分
大阪から

空路で約2時間

進学や就職で生まれ育ったまちを離れ、新しい土地で生活をはじめる。初めて会った人
との会話で話題にあがりやすいのが
“出身地”
の話。愛知県出身の人が、
「名古屋出身
です」
と答えることが多いというのはよく聞く話ですが、
白糠町の人は出身地を聞かれると
「釧路の方です」
と答えるんですって。
もちろん、
白糠町出身なのが恥ずかしいわけでは
なく、聞いた相手が少しでもわかりやすいようにという、素敵な配慮。相手を想った回答
なんです。昨今、
ふるさと納税でその名を知る人が増えている白糠町。
「白糠町出身で
す」
といえば、
「あぁ
！あのふるさと納税で有名な！」
と言われる日も近いんでしょうね。
2

ち か ら み な ぎ る、 た い よ う の ま ち
ご 寄 附 者のみなさまからの

あり が た き
ふ るさと 納 税 ポ

声

ー タ ル サ イト

白 糠 町 の 担 当 者 だ か ら こそ わ か る

白糠 町の

コ コ が お す す め！

2022

子育て 応 援
日本一 のまち
ひと目 で 分 か る！支 援・教 育 チ ャート

アイヌの人々と 歩 む
文 化 と伝 統 が きらめくまちづくり

移 住 者 か ら見 た 白 糠 町

face to face

繋 がりを 大 切 に

「しらぬかトピックス」

菅前首相来町！ 全国大会優勝！

話題に事欠かない

注 目 の「企 業 版 ふるさと 納 税 プ ロジェクト 」
掲 載 レ シピ 全

2 1品

保 存 版！「白 糠 食 材 山 海 の 恵 み レ シピ」

