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≪お問合せ先≫

浦幌町役場まちづくり政策課ふるさと納税担当

TEL：015-576-2221
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
FAX：015-576-2519 E-mail：furusato@urahoro.jp

●ふるさとチョイス
ふるさとチョイスでは、記念品の最新の在庫状況がご
確認いただけます。また、ふるさとチョイスでは、クレジッ
トカードによるご寄附も可能です。右のQRコードからア
クセスいただけますので、是非一度ご覧ください。
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北海道

浦幌町 ふるさと納税のご案内

北海道、十勝にある
海と山に恵まれた町、浦幌町
浦幌町では、平成20年9月に「浦幌町ふるさとづくり寄附条例」を制定し、

「ふるさと納税」を制度化いたしました。未来を担う子どもたちの健全育成

や、次世代に引き継ぐべき地域資源の保全・活用などをはかるために寄附

金を募り、それを財源にご寄附いただいた方の思いを具体化することによ

って、多様な人々の参加による個性あるふるさとづくりに役立てることを目

的としています。浦幌町のまちづくり、ふるさとづくりに共感していただける

皆様の応援をお待ちしています。

寄附金の使い方

「留真の里」の環境保全、
景観維持および再生に関する事業
●留真温泉を核とした「留真の里交流施設」整備事業

皆様からいただいた寄附金は、次の事業に活用させていただきます。

寄附をいただく際に、どの事業に活用するかをご指定いただけます。

子どもたちが健やかに育つ環境づくり事業
●心豊かな子どもを育む図書館蔵書購入事業

●小・中学生を対象とした国内外研修事業

●子育て支援事業 など

大いなる田舎（うらほろ）まちづくり事業
●森作り活動への助成（植林・育林）事業

●町内の景勝地や遺産的価値のあるものの維持保全事業

●定住・移住・交流事業 など

うらほろスタイル推進事業
●地域への愛着を育む事業

●子どもの想い実現事業

●農村つながり体験事業 など

町長が目的達成のために資すると認める事業
●町長が本町の抱える政策課題の解決に向けて実施する事業

※指定がなかった寄附につきましては、まちづくりの課題に応じて町長が指定をします。

ふるさと納税とは？
個人が地方自治体に対して支出した寄附金のうち、適用下限額（2,000円）を超える部分
について、一定上限額（本来納める個人住民税の2割）まで所得税・復興特別所得税・個
人住民税から全額が控除される仕組みになっています。



A-001 北の海の魚介セット

5,000円以上の寄附でもらえる

取扱業者：有限会社山本商店

さんまをはじめとする新鮮な魚介類を、こ
だわりの製法で加工した魚介セットです。

内容：味噌さんま、糠さんま、鮭の味噌漬
け、鮭とば、にしんの開き、がんず、赤カ
レイ、こまい、煮つぶ 等の内6点

A-005 厚内珍味セット

取扱業者：有限会社山本商店

新鮮な秋鮭やたこを、こだわりの製法で
加工した珍味セット。お酒のつまみに
ぴったりです。

内容：鮭とば(スライス、スティック)、皮付
はらす、鮭の燻製、たこの燻製

C-001「うらは・ほろま」グッズのセット

取扱業者：有限会社東栄堂

地元の中学生が考案した、町の鳥アオ
サギをモチーフにした浦幌町のマスコッ
トキャラクターのグッズです。

内容：ぬいぐるみ(うらは・ほろま)、小物
入れポーチ、あぶら取り紙(2個)

E-001 じゃがいもとたまねぎのセット

取扱業者：有限会社橋枝物産

電子技法栽培で生育されたじゃがいもと
たまねぎのセット。じゃがいもは3種類か
ら選べます。（キタアカリ・レッドムーン・
メークイーン）

内容：じゃがいも5kg、たまねぎ5kg

I-001 うらほろホワイトペレット (10kg×2袋)

取扱業者：株式会社エムケイ

十勝は浦幌町の大自然が生んだエコで
良質な木質ペレット燃料です。

内容：10kg×2袋

I-005 ウッドチップ（70L）

取扱業者：株式会社エムケイ

十勝産天然針葉樹100％のウッドチップ
です。添加物・防腐剤ゼロでお子様や
ペットも安心です。

内容：70L×1袋

I-006 浦幌木炭アラ炭（3kg）

取扱業者：株式会社エムケイ

焼き鳥店御用達！職人が時間をかけて
丁寧に作った、北海道十勝産みずなら
100％の木炭です。

内容：3ｋｇ（大きさにバラつきがある分
お得な商品となっております。）

J-001 韃靼そば「満天きらり」乾麺

取扱業者：そばラボ

十勝うらほろブランド推奨品、韃靼そば
「満天きらり」の乾麺です。

内容：300g×2袋（1袋3人前）

L-001 うらほろ大福（12個入）

取扱業者：株式会社道の駅うらほろ直売会

浦幌産小豆を100％使用した甘さ控えめ
のつぶ餡と、北海道産もち米で仕上げた
大福のセットです。

内容：12個入（白・よもぎ 各6個入）



B-001ジンギスカンとウインナーのセットA

7,000円以上の寄附でもらえる

取扱業者：株式会社ユーエム

滋養たっぷりの行者ニンニクで味付けした北海
道名物ジンギスカンやウインナーのセットです。

内容：ラムジンギスカン、豚ジンギスカン、味噌ホ
ルモン、ウインナー（スモーク・ノンスモーク）

B-003ジンギスカンとウインナーのセットB

取扱業者：株式会社ユーエム

滋養たっぷりの行者ニンニクで味付けした北海
道名物ジンギスカンやウインナーのセットです。

内容：ラムジンギスカン、味噌ラムジンギスカン、
豚ジンギスカン、ウインナー（ノンスモーク2種類）

B-004 にんにく三昧

取扱業者：株式会社ユーエム

今や希少となった、山菜の王様といわれる「天然
行者ニンニク」を色々な食べ方でご堪能ください。

内容：行者ニンニクの醤油漬け(80g×2ビン)、行
者ニンニクのキムチ漬け(100g×2ビン)、行者大蒜
ドリンク(100ml×5本)、ニンニク醤油(220ml×1本)

取扱業者：株式会社ユーエム

浦幌産の素材を使用した特産品の詰合せです。

内容：韃靼そば満天きらり乾麺(300g×2袋)、白
花豆甘納豆(210g)、黒豆たると(2個)、フリーズド
ライしゃけふりかけ(48g)、粉末ニンニク(40g)

B-005 浦幌まるかじりセット

取扱業者：有限会社橋枝物産

電子技法栽培という方法で生育されたイン
カのめざめとたまねぎのセットです。北の
大地のめぐみを是非ご賞味ください。

内容：インカのめざめ(5kg)、たまねぎ(5kg)

E-002インカのめざめとたまねぎのセット

取扱業者：有限会社橋枝物産

電子技法栽培という方法で生育されたイン
カのひとみとたまねぎのセットです。北の大
地のめぐみを是非ご賞味ください。

内容：インカのひとみ(5kg)、たまねぎ(5kg)

E-003インカのひとみとたまねぎのセット

取扱業者：有限会社橋枝物産

電子技法栽培という方法で生育されたイン
カルージュとたまねぎのセットです。北の大
地のめぐみを是非ご賞味ください。

内容：インカルージュ(5kg)、たまねぎ(5kg)

E-004インカルージュとたまねぎのセット I-007 浦幌木炭アラ炭（6kg）

取扱業者：株式会社エムケイ

焼き鳥店御用達！職人が時間をかけて丁寧に
作った、北海道十勝産みずなら100％の木炭です。

内容：6 kg（大きさにバラつきがある分
お得な商品となっております。）

I-009 浦幌木炭高級切炭（3kg）

取扱業者：株式会社エムケイ

焼き鳥店御用達！職人が時間をかけて丁寧に
作った、北海道十勝産みずなら100％の木炭です。

内容：3 kg
（炭サイズ：長さ15cm×太さ5～10cm）

J-002 韃靼そば粉「満天きらり」（1kg）

取扱業者：そばラボ

十勝うらほろブランド推奨品韃靼そば粉

内容：500g×2袋

J-003韃靼そば粉｢満天きらり｣ギフトセット

取扱業者：そばラボ

十勝うらほろブランド推奨品韃靼そば乾麺・
韃靼そば茶のギフトセットです。

内容：乾麺 2袋(1袋300g)、そば茶 1袋(100g)



A-002 いくらと鮭のセット

10,000円以上の寄附でもらえる

取扱業者：有限会社山本商店

水揚げされたばかりの秋鮭を手早く処理して、い
くらの鮮度を保ったままこだわりの製法で加工し
ています。なお、いくらが数量限定のため、無くな
り次第終了となります。

内容：いくら醤油漬け 320g(80g×4パック)、鮭
の味噌漬け、糠さんま、鮭とば、生鮭ブロック

H-001ｻﾝﾏﾙｺ食品冷凍食品の詰合せ

取扱業者：サンマルコ食品株式会社

サンマルコ食品浦幌工場で製造した「とろころ。
チーズフォンデュ」をはじめ、その他北海道内の
自社工場で製造した冷凍食品の詰合せです。

内容：とろコロ。チーズフォンデュ 300g（6個入）、
野菜コロッケ 440g(8個入)、牛肉コロッケ 440g(8
個入) ほか全7種類 （時期により中身は異なります）

I-008 浦幌木炭アラ炭(15kg)

取扱業者：株式会社エムケイ

焼き鳥店御用達！職人が時間をかけて丁
寧に作った、北海道十勝産みずなら100％
の木炭です。

内容：6 kg（大きさにバラつきがある分
お得な商品となっております。）

取扱業者：株式会社エムケイ

焼き鳥店御用達！職人が時間をかけて丁
寧に作った、北海道十勝産みずなら100％
の木炭です。

内容： 6 kg
（炭サイズ：長さ15cm×太さ5～10cm）

I-010 浦幌木炭高級切炭(６kg)

取扱業者：そばラボ

十勝うらほろブランド推奨品 韃靼そば乾
麺・韃靼そば茶・韃靼そば即席カップ麺の
セットです。

内容：韃靼そば乾麺 2袋(1袋300g)、韃靼そ
ば茶 1袋(100g)、韃靼そば即席ｶｯﾌﾟ麺 2個

J-004 韃靼そば｢満天きらり｣お楽しみｾｯﾄ

12,000円以上の寄附でもらえる

取扱業者：株式会社エムケイ

焼き鳥店御用達！職人が時
間をかけて丁寧に作った、北
海道十勝産みずなら100％
の木炭です。

内容： 15 kg（炭サイズ：長さ
15cm×太さ5～10cm）

I-011 浦幌木炭高級切炭(15kg)

取扱業者：そばラボ

十勝うらほろブランド推奨品
韃靼そば即席カップ麺のセッ
トです。

内容：韃靼そば即席ｶｯﾌﾟ麺
12個

J-005 韃靼そば｢満天きらり｣即席ｶｯﾌﾟ麺

十勝うらほろおかだ農園の黒
豆・黒千石で作られた加工品の
セットです。

内容： 黒豆ドン、黒千石ドン、
食べる黒千石茶・黒豆茶、黒千
石・黒豆きな粉、黒豆コーヒー、
黒豆入りコーヒードリップ

K-002 ふるさとの味 黒豆加工品セット

取扱業者：十勝うらほろおかだ農園

十勝うらほろおかだ農園の黒千
石で作られた化粧水・せっけん
のセットです。

内容： 一黒の水（化粧水） 1本、
一黒の泡（せっけん） 1個

K-003 一黒の粧コスメセット

取扱業者：十勝うらほろおかだ農園



A-003 いくらの醤油漬け 800ｇ

15,000円以上の寄附でもらえる

取扱業者：有限会社山本商店

水揚げされたばかりの秋鮭を
手早く処理して、いくらの鮮度
を保ったままこだわりの製法で
加工しています。

内容：いくら醤油漬け 10パック
(1パック80g）

A-004いくらの醤油漬け たっぷり1600g

30,000円以上の寄附でもらえる

取扱業者：有限会社山本商店

水揚げされたばかりの秋鮭を手早く処理し
て、いくらの鮮度を保ったままこだわりの製
法で加工しています。

内容：いくら醤油漬け 20パック(1パック80g)

取扱業者：十勝うらほろおかだ農園

十勝うらほろおかだ農園より、旬の野菜豆
類を4回に分けてお届けいたします。

内容：①8月下旬：とうもろこし（20本･10kg）、②10
月上旬：かぼちゃセット（10kg）、②11月上旬：たま
ねぎセット（10kg）、④2月上旬：豆セット（4.05kg）

取扱業者：株式会社日京クリエイト

日立建機㈱浦幌試験場
で走行・掘削の試験等を
している日立最大のリ
ジッドダンプ（EH5000AC-
3）を精巧に再現した1/87
スケールのダイキャスト
モデルです。

内容： 1個（高さ8.5cm 幅
11cm 長さ18cm）

G-002 日立建機ミニチュアモデル リジッドダンプ

I-002 うらほろホワイトペレット (10kg×14袋)

取扱業者：株式会社エムケイ

十勝は浦幌町の大自然が生んだエコで
良質な木質ペレット燃料です。

内容：10kg×14袋

K-001 うらほろ旬の味覚セット

取扱業者：株式会社日京クリエイト

日立建機㈱浦幌試験場
で走行・掘削の試験等を
している日立最大のロー
ディングショベル
（EH8000-6）を精巧に再
現した1/87スケールのダ
イキャストモデルです。

内容： 1個（高さ12cm 幅
12cm 長さ24.5cm）

G-003 日立建機ミニチュアモデル ローディングショベル

50,000円以上の寄附でもらえる

取扱業者：株式会社日京クリエイト

日立建機㈱浦幌試験場で走
行・掘削の試験等をしている日
立最大のリジッドダンプとロー
ディングショベルを精巧に再現
した、1/87スケールのダイキャ
ストモデル2台セットです。

内容： リジッドダンプ、ローディ
ングショベル各1個

G-001 日立建機ミニチュアモデル
リジッドダンプ・ローディングショベル2台セット



必要な
寄附金額 コース名 コース内容

北の海の魚介セット 海産物の詰合わせセット

厚内珍味セット 鮭とば・たこ等の珍味セット

「うらは・ほろま」グッズのセット 浦幌町マスコットキャラクターのグッズセット

うらほろホワイトペレット（10kg×２袋） 浦幌町の大自然が生んだ良質な木質ペレット燃料

ウッドチップ（70Ｌ） 十勝産天然針葉樹100％ウッドチップ

浦幌木炭アラ炭（３kg） 北海道十勝産みずなら100％木炭

韃靼そば乾麺「満天きらり」２袋(１袋300㌘ 3人前) 十勝うらほろブランド推奨品　韃靼そば乾麺

うらほろ大福（12個入） 浦幌産小豆を使用した大福。白・よもぎ各6個入

じゃがいも（キタアカリ）とたまねぎのセット キタアカリ（5㎏）とたまねぎ（5㎏）

じゃがいも（レッドムーン）とたまねぎのセット レッドムーン（5㎏）とたまねぎ（6㎏）

じゃがいも（メークイーン）とたまねぎのセット メークイーン（5㎏）たまねぎ（5㎏）

ジンギスカンとウインナーのセットA ジンギスカン等の肉類の詰合わせセット（ホルモン入）

ジンギスカンとウインナーのセットB ジンギスカン等の肉類の詰合わせセット（ホルモン抜）

にんにく三昧 行者ニンニク、ニンニクを使用した製品の詰合せ

浦幌まるかじりセット 浦幌産の素材を使用した特産品の詰合せ

浦幌木炭高級切炭（３㎏） 北海道十勝産みずなら100％木炭

韃靼そば粉「満天きらり」２袋(１袋500㌘) 十勝うらほろブランド推奨品　韃靼そば粉

韃靼そば「満天きらり」ギフトセット 韃靼そば乾麺・韃靼そば茶のギフトセット

インカのめざめとたまねぎのセット インカのめざめ（5㎏）とたまねぎ（5㎏）

インカのひとみとたまねぎのセット インカのひとみ（5㎏）とたまねぎ（5㎏）

インカルージュとたまねぎのセット インカルージュ（5㎏）とたまねぎ（5㎏）

いくらと鮭のセット いくら（320g）と海産物の詰合わせセット

サンマルコ食品　冷凍食品の詰め合わせ 北海道産馬鈴薯を使用したｺﾛｯｹ等の冷凍食品の詰め合わせ

浦幌木炭アラ炭（15㎏） 北海道十勝産みずなら100％木炭

浦幌木炭高級切炭（６㎏） 北海道十勝産みずなら100％木炭

韃靼そば「満天きらり」お楽しみセット そば乾麺、そば茶、即席カップ麺２個のセット

浦幌木炭高級切炭（15㎏） 北海道十勝産みずなら100％木炭

韃靼そば「満天きらり」即席カップ麺 韃靼そば即席カップ麺12個セット

十勝うらほろおかだ農園　ふるさとの味黒豆加工品セット 黒豆「黒千石」で作られた加工品のセット

十勝うらほろおかだ農園　一黒の粧コスメセット 黒豆「黒千石」で作られた化粧水、せっけんのセット

15,000円
以上

いくらの醤油漬け 800g いくらの醤油漬け 80ｇの10個入り

日立建機製品ミニチュアモデル　リジッドダンプ　 EH5000AC-3ミニモデル

日立建機製品ミニチュアモデル　ローディングショベル EX8000-6ミニモデル

うらほろホワイトペレット（10kg×14袋） 浦幌町の大自然が生んだ良質な木質ペレット燃料

十勝うらほろおかだ農園　うらほろ旬の味覚セット 旬の野菜・豆類を年４回に分けてお届けします

いくらの醤油漬け たっぷり1,600g いくらの醤油漬け 80ｇの20個入り

50,000円
以上

日立建機製品ミニチュアモデル　リジッドダンプとローディングショベル EH5000AC-3ミニモデル・EX8000-6ミニモデルのセット

30,000円
以上

▽　北海道浦幌町　お礼の品一覧　▽

5,000円
以上

7,000円
以上

10,000円
以上

12,000円
以上


