
【お問合わせ先】 
羽幌町 地域振興課政策推進係 
〒078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1 
TEL：0164-62-1211/FAX：0164-62-1219 
E-mail：furusato@town.haboro.lg.jp 
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10,000円以上でもらえる返礼品 

20,000円以上でもらえる返礼品 

30,000円以上でもらえる返礼品 

50,000円以上でもらえる返礼品 

100,000円以上でもらえる返礼品 

200,000円以上でもらえる返礼品 

300,000円以上でもらえる返礼品 

例えば・・・ 
30,000円ご寄附される場合 

から３個 

から1個 

各1個 

組み合わせても問題なし！ 

組み合わせ方ご相談ください！ 

①郵送の場合 

②FAXの場合 

③インターネットの場合 

ふるさとチョイス ふるなび 楽天ふるさと納税 

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

郵便振替でのお支払い 

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

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

←※こちらのマークはインターネットで 
  のお申し込み限定品となっております。 

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

寄附申込書及び返礼品希望票を 

0164-62-1219に送信してください。 

人と海鳥が共生する島「天売島」と羊と緑の原生林の島「焼尻島」を有
し、夕陽の美しい、自然に恵まれた町。 

羽幌町は、北海道北部の日本海側、留萌管内の
ほぼ中央に位置し、東は天塩山系ピッシリ山を背
景として、西は、日本海に面し、沖合には、天売島
と焼尻島の二つの島を有する町です。 
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◆甘えび水揚げ量日本一の羽幌産です！ぷりっぷり
の甘えびを産地直送でお届けします。頭のミソをお醤
油に溶かして、お刺身でどうぞ！ 
 
【内容】甘えび 1㎏（200ｇ×5パック） 
      1パック（200ｇ）17～20尾 
【配送】冷凍 
【業者】北るもい漁業協同組合 

【Ａ-1】 生鮮甘えび 

【Ａ-２】美人えび酒蒸し甘えび 
     詰合せ 

◆羽幌町のえび篭漁師が作る漁師飯。
ピチピチの活えびを豪快に酒蒸し！
みずみずしくぷりぷりの食感とえびの
濃厚な味がお楽しみいただけます。 
【内容】酒蒸し甘えび 160ｇ×2袋 
      賞味期限12ヶ月以内 
【配送】冷凍 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

【Ａ-４】筋子 

◆北海道羽幌沖で水揚げされた国内最大
のぼたんえびを豪快に酒蒸しした一品！
活で蒸すことにより、ぷりぷりの食感に仕
上がっています。解凍するだけで手軽に
漁師の味が味わえます。 
【内容】酒蒸しぼたんえび ２尾約150ｇ 
      賞味期限３ヶ月以内 
【配送】冷凍 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

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

【内容】甘えびわさび、たこわさび、数
の子オクラ 各２個 
【配送】冷凍（賞味期限90日以内） 
【業者】株式会社 重原商店 

◆羽幌産甘えびとタコと鮭を使用した
珍味と羽幌はもとより北海道民のソウ
ルフードにしんの切込と糠にしん数の
子オクラセットです。 

【内容】甘えびの沖漬、甘えびの釜揚
げ、たこザンギ、たこわさび、鮭とば、
糠にしん、にしん切込、数の子オクラ 
【配送】冷凍（賞味期限90日以内） 
【業者】株式会社 重原商店 

◆熱々ご飯のお供に！また、たらこス
パゲッティーやおにぎりの具材、焼たら
こなど色々楽しめる「たらこ」と、関西風
白醤油仕立てで見た目も鮮やかパリパ
リ食感の「かずのこ」を楽しめるセット！ 
 
【内容】たらこ500ｇ、味付け数の子140ｇ 
【配送】冷凍（賞味期限90日以内） 
【業者】株式会社 重原商店 

◆北海道日本海産の筋子を鮮度の良
いまま加工しました。 
 
【内容】筋子（木箱入り） 400ｇ 
      （数量限定） 
【配送】冷凍 
【業者】(株)丸や岡田商店 羽幌工場 

３ 

【Ａ-７】甘えびわさび･たこわさ 
      び･数の子オクラセット 【Ａ-５】羽幌のおもてなしセット 

【Ａ-３】酒蒸し特大ぼたんえび 
    ２尾 

【Ａ-６】たらこ・かずのこセット 



◆天売島キタムラサキウニ自体に含
む塩分のみで仕上げた缶詰「磯の香」
は風味甘味が凝縮された逸品です。
そんなウニが群生する断崖の海を駆
け回るケイマフリという海鳥の写真集
とのセットでどうぞ！ 
【内容】ウニ缶詰1個 100ｇ 
     ケイマフリ写真集 1冊 
【配送】常温 
【業者】北るもい漁業協同組合 

◆一尾一尾取り出しやすいバラ冷凍
で袋詰め。ピチピチの活きている状態
で急速冷凍するので鮮度抜群！頭の
ミソをお醤油に溶かしてどうぞ！ 
 
【内容】刺身用ぼたんえび500ｇ×1袋 
【配送】冷凍 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

◆1セットで2人前の豪華なパスタセッ

トが完成！甘えびの甘みと香ばしさが
ストレートに伝わる一品！ 

【内容】甘えびパスタソース（プレーン）
1瓶、生パスタ240ｇ、パスタの具150ｇ、
茹で塩1袋 
【配送】冷凍 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

◆1セットで2人前の豪華なパスタセッ

トが完成！食欲を誘う酸味と甘えびの
甘みと香ばしさが絶妙！ 
【内容】甘えびパスタソース（トマト）1
瓶、生パスタ240ｇ、パスタの具150ｇ、
茹で塩1袋 
【配送】冷凍 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

◆漁協おすすめの季節の魚一夜干し
詰め合わせセットです。写真のほかに
1点を加えてお届けします。 

【内容】赤ガレイ一夜干し、宗八一夜
干し、ほっけ開き、季節の魚 各４枚 
【配送】冷凍 
【業者】北るもい漁業協同組合 

◆特産の甘えびを使った加工品の詰
め合わせです。 

【内容】えびみそラーメン、えびしお
ラーメン、甘えびカレー 各２個 

甘えびだし、甘えびだし醤油、甘えび
ドレッシング 各１本 
【配送】常温 
【業者】北るもい漁業協同組合 

◆特産の甘えびを使った人気のラー
メンセットになります。 
 
【内容】えびみそラーメン 
     えびしおラーメン  各５個 
【配送】常温 
【業者】北るもい漁業協同組合 

４ 

【Ａ-8】季節の魚一夜干しセット 【Ａ-９】きたるセット 【Ａ-10】ラーメンセット 

【Ａ-11】天売島セット 
【Ａ-12】美人えび 酒蒸し甘えび 
    酒蒸しぼたんえび詰め合わせ 

◆えび漁師が作る本物の漁師飯！上
品な甘さの甘えびと、濃厚で肉厚のぼ
たんえび両方を食べ比べできます！ 
 
【内容】酒蒸し甘えび160ｇ入×1袋 
  酒蒸しぼたんえび160ｇ入×1袋 
【配送】冷凍（賞味期限12ヶ月以内） 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

【Ａ-13】欲しい分だけ取り出せる 
      刺身用冷凍ぼたんえび 

【Ａ-14】蝦名漁業部 
      オススメセット 

◆蝦名漁業部オリジナル商品！えび
のすべてを一瓶に詰め込んだ、えび
を思い切り楽しめる商品！ 
添加物は一切使用しておりません。 

【内容】甘えびパスタソース（プレーン）
（トマト）各1瓶、羽幌若えびのコンフィ1
瓶 
【配送】常温 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

【Ａ-15】甘えびパスタセット 
     （プレーン） 

【Ａ-16】甘えびパスタセット 
     （トマト） 



◆北海道米最高峰のゆみぴりかをは
じめ、人気の品種ななつぼし、おぼろ
づきを食べ比べできるお得な商品！ 
【内容】羽幌産米（真空パック） 
ゆめぴりか、ななつぼし、おぼろづき 
各450ｇ（3合）×2個 
【配送】常温（賞味期限30日以内） 
【業者】オロロン農業協同組合 

◆大正12年創業の老舗「梅月」の羽

幌名物金時羊羹も入った自慢の銘菓
詰め合わせセットです。 

【内容】金時羊羹、オロロンの街、オロ
ロンの里、黒いダイヤ、オロロンサブ
レ 
【配送】常温 
【業者】(有)梅月 

◆この1セットで2人前の豪華なパスタ

セットが完成！濃厚マイルド甘えびの
甘みと香ばしさに加えナッツのクリー
ミーさがプラス！ 
【内容】甘えびパスタソース（ナッツ）1
瓶、生パスタ240ｇ、パスタの具150ｇ、
茹で塩1袋 
【配送】冷凍 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

◆コンフィは若いえびを使用し、残っ
たオイルは万能調味料に！羽幌産の
甘えびとホタテを使ったラスクは、余
計な味付けはせず素材の味で調えま
した。 
【内容】羽幌若えびのコンフィ1瓶、甘
えびのラスク70ｇ×2、甘えびとほたて
のラスク60ｇ×1 
【配送】常温 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

５ 

【Ａ-35】御菓子司 梅月 
 銘菓詰め合わせセット 

◆2008年洞爺湖サミットで各国の代

表へ振舞われた「幻の羊肉」。ストレス
のない環境で育った羊の肉は驚くほ
どにクセがありません。 
【内容】焼尻島産羊肉（サフォーク種） 
      500ｇ（真空パック） 
【配送】冷凍 賞味期限180日以内 
【業者】萌州ファーム株式会社 

◆最北端の山の芋、強いねばりと濃
い甘味でくせになる味わいです。「まぐ
ろの山かけ」・「お好み焼」には絶品で
す。是非一度お試し下さい。 
【内容】山の芋5㎏（8～10本入） 
【配送】常温 
      ※11月以降発送 
【業者】専業農家 土谷 博明 

【Ａ-17】甘えびパスタセット 
     （ナッツ） 

【Ａ-18】蝦名漁業部 
      おつまみセット 

【Ａ-31】プレ・サレ焼尻 
  サフォークラム肉スライス 

【Ａ-32】オロロン  
     グリーンアスパラガス 

◆肥沃な大地、北海道日本海で太陽
の光いっぱいに浴びて育ったグリーン
アスパラ。栄養も豊富に含んでおり、
自然な甘さが味わえます。 
【内容】1.5㎏ 
（Ｌサイズ1袋750ｇ・Ｍサイズ1袋750ｇ） 
【配送】冷蔵（賞味期限10日以内） 
【業者】オロロン農業協同組合 

【Ａ-33】オロロン米  
      食べ比べセット 【Ａ-34】山の芋 げんこつ次郎 

今年度の受付は
終了しました 

◆北海道産牛乳と生クリーム使用。 

濃厚なコクと滑らかな口当たりのバニ
ラアイスクリーム。 
【内容】バニラアイスクリーム 12個 
【配送】冷凍※配送日が決まっております。  
（道内）寄付月９月→１０月２７日（土）午前中着 
（道外）寄付月９月→１０月２８日（日）午前中着 

【業者】㈱ダイマル乳品 

【Ａ-36】北海道アイスクリーム 
   バニラ12個セット 

◆北海道産赤肉メロン果汁を使用し
たマイルドで上品なメロンアイスクリー
ム。 
【内容】メロンアイスクリーム 12個 
【配送】冷凍※配送日が決まっております。  
（道内）寄付月９月→１０月２７日（土）午前中着 
（道外）寄付月９月→１０月２８日（日）午前中着 

【業者】 ㈱ダイマル乳品 

【Ａ-37】北海道メロンアイスク
リーム12個セット 

今年度の受付は
終了しました 
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【A-46】絶景領域  
  萌っ子フリーきっぷ  

  1日券Ａ 

【Ａ-47】絶景領域  
  萌っ子フリーきっぷ  

  1日券Ｂ 

【Ａ-48】絶景領域  
  萌っ子フリーきっぷ  

  ２日券A 

【Ａ-50】絶景領域  
  萌っ子フリーきっぷ  

  ﾜｲﾄﾞ２日券 

◆沿岸バスのフリーエリア内の路線バス
（一部系統を除く）が乗り放題。羽幌沿海
フェリーの羽幌天売航路の運賃も1割引とな
る広域周遊きっぷです。 
 
【内容】使用期間 5月1日～翌年4月30日 
    ※使用開始日のみ有効 
【業者】沿岸バス株式会社 

◆沿岸バスのフリーエリア内の路線バス
（一部系統を除く）が乗り放題。羽幌沿海
フェリーの羽幌天売航路の運賃も1割引とな
る広域周遊きっぷです。 
【内容】使用期間 5月1日～翌年4月30日     
※使用開始日より連続する 
  ２日間有効 
【業者】沿岸バス株式会社 

◆沿岸バスのフリーエリア内の路線バス
（一部系統を除く）が乗り放題。羽幌沿海
フェリーの羽幌天売航路の運賃も1割引とな
る広域周遊きっぷです。 
 
【内容】使用期間 5月1日～翌年4月30日     
※使用開始日より翌々日有効 
【業者】沿岸バス株式会社 

◆沿岸バスのフリーエリア内の路線バス
（一部系統を除く）が乗り放題。羽幌沿海
フェリーの羽幌天売航路の運賃も1割引とな
る広域周遊きっぷです。 
 
【内容】使用期間 5月1日～翌年4月30日 
    ※使用開始日のみ有効 
【業者】沿岸バス株式会社 

【Ａ-49】絶景領域  
  萌っ子フリーきっぷ  

  ２日券B 

◆沿岸バスのフリーエリア内の路線バス
（一部系統を除く）が乗り放題。羽幌沿海
フェリーの羽幌天売航路の運賃も1割引とな
る広域周遊きっぷです。 
【内容】使用期間 5月1日～翌年4月30日     
※使用開始日より連続する 
  ２日間有効 
【業者】沿岸バス株式会社 

◆バニラとメロン、2つの味が楽しめる。
北海道アイスクリームのセット。 
【内容】アイスクリームバニラ・メロン 
      各6個 計12個 
【配送】冷凍※配送日が決まっております。  
（道内）寄付月９月→１０月２７日（土）午前中着 
（道外）寄付月９月→１０月２８日（日）午前中着 

【業者】㈱ダイマル乳品 

【Ａ-38】北海道アイスクリーム
バニラ・メロン詰め合わせ 

◆焼尻産羊毛を100％使用したショートマフラー

です。ボタンは焼尻島のイチイの木で作ったボタ
ンを使用し、一つ一つ手作業にて丁寧に作ってい
ます。（限定20個） 
 
【内容】ショートマフラー（70㎝×11㎝） 
      白・青の二色より選択可能 
【配送】11月以降の発送となります。 
【業者】緬羊工房（アイランドサフォーク） 

【Ａ-51】焼尻めん羊100％使用 
    手編みショートマフラー 

◆焼尻産羊毛100％使用した帽子です。一つ一

つ手作業にて丁寧に作った帽子は、焼尻の冬の
海を表現した柄となっております。（限定20個） 
 
【内容】帽子フリーサイズ（頭回り約56㎝、 
     高さ約31㎝） 
     ※高さは折れている状態です。 
【配送】11月以降の発送となります。 
【業者】緬羊工房（アイランドサフォーク） 

【Ａ-52】焼尻めん羊100％使用 
手編みニット帽 



７ 

◆プリッとした食感の甘い、甘えびを
殻をすべて剥いた状態で1㎏分お届

け！食べたいけど剥き方がわからな
い方や面倒という方にぴったり！ 
【内容】冷凍むき甘えび 1㎏ 
【配送】冷凍 
【業者】北るもい漁業協同組合 

【Ｃ-2】冷凍むき甘えび 

◆みんな大好き、えびのお刺身セット！一尾一
尾取り出しやすいバラ冷凍で袋詰め。ピチピチ
の活きている状態で急速冷凍するので、鮮度
抜群、頭のミソもしっかり残っているのでお醤油
に溶かしてどうぞ！ 
【内容】刺身用甘えび 500ｇ×1袋 
      刺身用ぼたんえび500ｇ×1袋 
【配送】冷凍 
【業者】有限会社 蝦名漁業部 

【Ｃ-3】欲しい分だけ取り出せる 
    刺身用活冷凍えび 

◆札幌と羽幌を最速3時間12分で結

ぶ沿岸バス「特急はぼろ号」の区間指
定乗車券です。 
 
【内容】沿岸バス特急はぼろ号往復 
      乗車券（札幌～羽幌）1名 
 
【業者】沿岸バス株式会社 

【Ｃ-11】札幌～羽幌（特急はぼろ号） 
    往復バス乗車券 

◆羽幌港と天売島・焼尻島を結ぶ高
速船往復乗船券（引換券）です。 
この機会に是非感動の島旅を！ 
 
【内容】高速船乗船券引換券1名 
      使用期間:発行日より1年間 
【業者】羽幌沿海フェリー株式会社 

【Ｃ-12】羽幌～焼尻～天売 
     高速船往復乗船券 

【Ｃ-1】生鮮ぼたんえび 

◆一尾20～40ｇある重量感たっぷりのぷりっ

ぷりのぼたんえびは頭をむしり殻をむいてお
召し上がりください！残った頭はお吸い物な
ど出し汁としてお使い下さい。抜群の出汁が
取れます。 
【内容】ぼたんえび 1㎏（200ｇ×5パック） 
     1パック約6～8尾前後 
【配送】冷凍 
【業者】北るもい漁業協同組合 

【Ｂ-11】羽幌～焼尻～天売 

    フェリー往復乗船券 

◆羽幌港と天売島・焼尻島を結ぶフェリー
往復乗船券（引換券）です。 
この機会に是非感動の島旅を！ 
 
【内容】フェリー乗船券引換券 1名・2等 
     使用期限：発行日より1年間 
【業者】羽幌沿海フェリー株式会社 



【Ｄ-1】札幌～羽幌（特急はぼろ号） 
    区間指定4枚回数券 

◆札幌と羽幌を最速3時間12分で結ぶ沿

岸バス「特急はぼろ号」の区間指定乗車券
です。 
 
【内容】沿岸バス特急はぼろ号 
      区間指定4枚回数券 
      （札幌～羽幌）1名 
 
【業者】沿岸バス株式会社 

◆羽幌唯一の温泉です。お部屋からは季
節ごとに姿を変える日本海を一望できま
す！ 
 
【内容】宿泊券 1泊2食付 1名 
      夕食（特別会席料理） 
      使用期限：発行日より1年間 
 
【業者】はぼろ温泉サンセットプラザ 

 

８ 

【Ｄ-2】羽幌温泉 
    サンセットプラザ宿泊券 

◆焼尻産羊毛100％使用したマフラーです。羊

毛の洗いから染める作業、糸を紡ぐまですべて
手作業で行い作成しています。羊毛のつつみ
込むような暖かさを体験してください。色のグラ
デーションは焼尻の冬の海を表現しています。
（限定20個） 
【内容】マフラー（140㎝×21㎝） 
【配送】11月以降の発送となります。 
【業者】緬羊工房（アイランドサフォーク） 

【Ｃ-15】焼尻めん羊100％使用 
      手編みマフラー 

◆羽幌町唯一の温泉です。お部屋か
らは季節ごとに姿を変える日本海を一
望できます！ 
 
【内容】宿泊券1泊2食付1名 
      使用期間：発行日より1年間 
【業者】はぼろ温泉サンセットプラザ 

【Ｃ-13】はぼろ温泉 
      サンセットプラザ宿泊券 

◆沿岸バス歴代の萌えっ子たちを配
したかわいらしい缶バッジをセットにし
ました！ 
 
【内容】42種類缶バッジ1セット 
【業者】沿岸バス株式会社 

【Ｃ-14】萌えっ子缶バッジセット 

 



【Ｆ-1】プレ・サレ焼尻 
    サフォークラム肉半頭 

◆生育環境や味わいから「プレ・サレ」と並び称され、
また自然交配による繁殖により限られる生産頭数
から希少価値が高い「幻の羊肉」を半頭分お届けし
ます。 
 
【内容】焼尻島産羊肉（サフォーク種） 
      半頭・枝肉  
      ※ブロック加工は承れません。 
      賞味期限14日以内 
【配送】チルド 8～10月頃発送予定 
【業者】萌州ファーム株式会社 

【Ｇ-1】プレ・サレ焼尻 
    サフォークラム肉１頭 

◆生育環境や味わいから「プレ・サレ」と並び称さ
れ、また自然交配による繁殖により限られる生産
頭数から希少価値が高い「幻の羊肉」を1頭分お
届けします。 
 
【内容】焼尻島産羊肉（サフォーク種） 
      1頭・枝肉  
      ※ブロック加工は承れません。 
      賞味期限14日以内 
【配送】チルド 8～10月頃発送予定 
【業者】萌州ファーム株式会社 

９ 

今年度の受付は終
了しました 

【Ｅ-1】愛ランド・サフォーク 
    夢のベビーフトン 

◆平成25年に焼尻緬羊100％で作られた“夢のベビーフトン”。軽
くて包み込むような暖かさが人にやさしい仕上がりに！ 
【内容】掛け布団（95×120㎝） 
      敷き布団（70×120㎝） 
      ※お楽しみ袋もついてくる！ 
【業者】緬羊工房（アイランドサフォーク）・松山ふとん店 



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

＜注意事項＞ 
○返礼品の発送等について 
◆1万円以上の寄附をされた方が対象になります。 
◆返礼品は、発送時期限定品を除き、寄付金のご入金を羽幌町が確認できた日の翌月末までに発送
します。なお、ゆうちょ銀行の払込取扱票によりご入金いただいた場合は、羽幌町が入金を確認で
きるまでに概ね１～２週間を要しますので、あらかじめご了承願います。 
◆カタログの写真は、実物とは多少印象が異なる場合があります。 
◆応募者多数により商品をご用意できない場合は、商品の変更をお願いすることもありますので、
ご了承をお願いします。 
◆返礼品は、企業から寄附者へ直接発送（旅行券等は町より発送）となるため、住所、氏名及び電
話番号を企業に対して提供しますので、あらかじめご了承ください。 
◆インターネット限定品は、インターネット（ふるさと納税サイトである、「ふるさとチョイ
ス」・「ふるなび」・「楽天」）からお申し込みいただいた方のみの限定品です。 
◆甘えび等生鮮品につきまして、水揚げ状況等により発送に遅れが生じることがございますのでご
了承ください。 
◆着日・曜日指定等はできません。 

 

皆様からいただいたご寄付は羽幌町の将来をつくる以下の事業 
から指定することができます。 

・天売島・焼尻島の振興のため 未来を担う子どもたちのため 

・地域産業の活性化のため ・その他まちづくりのため 

～ふるさと納税の使い道～ 

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

子育てコンサートの開催や小中学校
の図書購入など乳幼児・青少年の健
全育成のための取組みに活用します。 

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

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