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浦幌町 Urahoro, Tokachi, Hokkaido

ふるさと納税返礼品パンフレット

浦幌町 ふるさと納税



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・活用などを図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。

「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
●森づくり活動への助成（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。

寄附金の使い方
― Usage of donation money
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うらほろホワイトペレット（20kg）

●株式会社エムケイ
●10kg×2袋

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード I-001

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。

ウッドチップ（70L）

●株式会社エムケイ
●70L×1袋

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード I-005

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。

浦幌木炭アラ炭（3kg）

●株式会社エムケイ
●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。）

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード I-006

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。

韃靼そば「満天きらり」乾麺

●そばラボ
●乾麺：300g×2袋（1袋3人前）

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード J-001

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。

浦幌産100％そば粉｢キタノマシュウ｣

●そばラボ
●2袋(1袋500㌘)

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード J-007

甘みがあって美味しいそばの品種「キタノマシュウ」
のそば粉。100％浦幌産です！

常温 常温

雪室ばれいしょ（男爵芋）

●浦幌町農業協働組合
●雪室ばれいしょ（男爵芋） 10kg

(受付期間：4月～7月末頃まで)

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード O-003

冬に貯蔵した雪の冷気で保存されたばれいしょ。「冷温・
高い湿度」で保管する事で、翌春～夏まで美味しいばれ
いしょが楽しめます。

常温季

冷凍 限常温 季常温発送 冷凍発送 季節限定 数量・発送時期限定2

ジンギスカンセット

●株式会社ユーエム
●ラムジンギスカン(400g)

豚ジンギスカン（400g）

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード B-009

滋養たっぷりの行者ニンニクで味付けした北海
道名物ラムと豚肉のジンギスカンセット。

冷凍

じゃがいもとたまねぎのセット

●有限会社橋枝物産 ●じゃがいも5kg（キタアカリ・
レッドムーン・メークイーンのうち1種類）、たまねぎ5kg
【申込受付】9月～（10月頃より順次発送・なくなり次第
終了）

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード E-001

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。

常温季

「満天きらり」新そば生めん

●そばラボ
●生めん：300g×2パック(1パック2人前)

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード J-006

十勝うらほろブランド推奨品、韃靼そば「満天きらり」生め
ん。生めんは10月から年内中の限定ですので、是非ご
賞味ください。

冷季

うらほろ銘菓「黒豆たると」

●お菓子の店ニシムラ
●黒豆たると 10個入

必要な寄附金の額 5,000円

商品コード M-003

地元産の黒豆を使用しており、洋菓子ながら和の雰囲気
も楽しめる人気商品です。

常温

ジンギスカン・ホルモンセット

●株式会社ユーエム
●ラムジンギスカン(400g)、
味噌ホルモン(300g)、塩ホルモン(300g)

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード B-010

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とホルモンのセット。

冷凍

ジンギスカン・ウインナーセット

●株式会社ユーエム
●ラムジンギスカン(400g)、豚ジンギスカン
(400g)、ポークウインナー（ピュア 150g）、ポー
クウインナー（スモーク 150g）

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード B-011

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とウインナーのセット。

冷凍

にんにく・なんばんセット

●株式会社ユーエム
●行者ニンニク醤油漬け(80g) 2個、行者ニン
ニクキムチ漬け(100g) 1個、青なんばんシソ漬
け(80g) 1個、行者ニンニクドリンク(100ml) 2本

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード B-013

浦幌の山や畑で採れた「行者ニンニク」、「青なんば
ん」の加工品のセットです。

常温

浦幌木炭アラ炭（6kg）

●株式会社エムケイ
●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。）

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード I-007

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。



●有限会社橋枝物産
●じゃがいも 5kg（「インカのめざめ」、「インカのひとみ」、「インカルージュ」のうち１
種）、 たまねぎ(5kg)
【申込受付】9月～（10月頃より順次発送・なくなり次第終了）

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード E-002

電子技法栽培という方法で生育された、
「インカのめざめ」、「インカのひとみ」、「イ
ンカルージュ」3種のうち1種と、たまねぎの
セットです。

常温

浦幌木炭高級切炭（3kg）

●株式会社エムケイ
●3 kg
（炭サイズ：長さ15cm×太さ5～10cm）

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード I-009

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。

韃靼そば粉「満天きらり」（1kg）

●そばラボ ●500g×2袋

必要な寄附金の額 9,000円

商品コード J-002

十勝うらほろブランド推奨品の「韃靼そば粉」

韃靼そば｢満天きらり｣セット

●そばラボ
●乾麺 2袋(1袋300g)、そば茶 1袋(100g)

必要な寄附金の額 9,000円

商品コード J-003

十勝うらほろブランド推奨品韃靼そば乾麺・韃靼
そば茶のセットです。

韃靼そば茶「満天きらり」（400g）

●そばラボ ●そば茶 200g×2袋

必要な寄附金の額 9,000円

商品コード J-008

韃靼そばのそば茶です。たっぷり400gありますので、
お茶として飲む他、料理にもお使いいただけます。

季

常温 常温 常温

インカのめざめとたまねぎのセット

商品コード E-003 常温季

インカのひとみとたまねぎのセット

商品コード E-004 常温季

インカルージュとたまねぎのセット

常温

JAうらほろ加工品セット②

●浦幌町農業協同組合
●そのまま食べる十勝の豆（白花豆 1袋（30g）、黒大豆
1袋（30g））、白花豆甘納豆 1袋（200g）、白花豆ようかん
1個（210g）、雪室ばれいしょようかん 1個（210g）

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード O-002

浦幌町で採れた豆やじゃがいもの加工品セットです。

常温

うらほろ大福（12個入）

●株式会社道の駅うらほろ直売会
●12個入（白・よもぎ 各6個入）

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード L-001

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。

冷凍

うらほろ銘菓詰め合わせ

●お菓子の店ニシムラ ●黒豆たると 5個、パウンド
ケーキ（ナッツ・あずき）各1個、リーフパイ 1個、マド
レーヌ（プレーン・抹茶）各1個、低糖質クッキー 1個、
フィナンシェ 2個、ショコラ・ノア 2個

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード M-004

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。

オーガニック化粧品

rosa rugosa ハンドクリーム

●株式会社ciokay
●hand cream〈ハンドクリーム〉 40g

必要な寄附金の額 7,000円

商品コード N-002

高い保湿効果をもちながらもサラリとした質感のため、仕
事や家事の合間のご使用でもベタつきが気になりません。

オーガニック化粧品

rosa rugosa 洗顔石鹸

●株式会社ciokay
●bar soap〈洗顔石鹸〉100g   （化粧箱入り）

必要な寄附金の額 8,000円

商品コード N-001

保湿力に優れているので、洗顔後のつっぱり感が気にな
らず、肌の潤いを残した洗い上がりを叶えます

｢うらは・ほろま｣グッズのセット

●有限会社東栄堂
●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)

必要な寄附金の額 10,000円

商品コード C-001

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。

北の海の魚介セット

●有限会社山本商店
●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

必要な寄附金の額 10,000円

商品コード A-001

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。

厚内珍味セット

●有限会社山本商店
●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

必要な寄附金の額 10,000円

商品コード A-005

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。

冷凍 常温
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一黒の粧コスメセット

●十勝うらほろ おかだ農園
●一黒の水（化粧水） 1本
一黒の泡（せっけん） 1個

必要な寄附金の額 16,000円

商品コード K-003

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

オーガニック化粧品

rosa rugosa 化粧水

●株式会社ciokay

●lotion〈化粧水〉110ml 化粧箱入り

必要な寄附金の額 10,000円

商品コード N-003

瑞々しく軽やかな使用感。ハマナス花水をたっぷり
含み、健やかで透明感溢れる肌へ導きます。

浦幌木炭高級切炭（6kg）

●株式会社エムケイ
●6 kg（炭サイズ：長さ15cm×太さ5～10cm）

必要な寄附金の額 10,000円

商品コード I-010

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。

JAうらほろ加工品セット①

●浦幌町農業協同組合
●そのまま食べる十勝の豆（白花豆、黒大豆、金時豆、
青大豆 各1袋（30g））、白花豆甘納豆 1袋（200g）、白
花豆ようかん 1個（210g）、雪室ばれいしょようかん 1個
（210g）、あずきようかん 1個（210g）

必要な寄附金の額 10,000円

商品コード O-001

浦幌町で採れた豆やじゃがいもの加工品セットです。

常温

オーガニック化粧品

rosa rugosa 乳液

●株式会社ciokay

●milky lotion〈乳液〉65ml 化粧箱入

必要な寄附金の額 12,000円

商品コード N-004

肌を整えながら潤いを蓄え、常に自信がもてる肌コ
ンディションに。

冷凍 限常温 季常温発送 冷凍発送 季節限定 数量・発送時期限定4

●浦幌町発のオーガニックコスメブランド「ｒｏｓａ ｒｕｇｏｓａ（ロサ・ルゴサ）」

夏が訪れると、北海道十勝郡浦幌町の海沿いは、一面に咲き誇る愛らしい「ハマナス」の花々で鮮やかな紅紫色

に染まります。「ｒｏｓａｒｕｇｏｓａ」は、ハマナスと天然由来成分を原料とした、北海道・浦幌町生まれの

オーガニックコスメブランドです。

浦幌町のアイコンとなる商品がほしい。こどもを育てるお母さんの癒やしのひとときとなるアイテムを創りたい。

「ｒｏｓａ ｒｕｇｏｓａ」は、浦幌に住む方々のそんな思いの結晶です。たくさんの思いが詰まった「ｒｏｓａ

ｒｕｇｏｓａ」。是非一度、ご自身の肌でご体感ください。

「浦幌の大地」食べ尽くしセット

●株式会社ユーエム ●ラムジンギスカン(400g)、
味噌ラムジンギスカン(400g)、豚ジンギスカン
(400g)、味噌ホルモン(300g)、餃子(220g)、ポーク
フランク(スモーク・180g)

必要な寄附金の額 12,000円

商品コード B-012

滋養たっぷりの行者ニンニクで味付けしたジンギ
スカンやホルモン、ウインナーなどのセットです。

浦幌木炭アラ炭(15kg)

●株式会社エムケイ
●15 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。）

必要な寄附金の額 13,000円

商品コード I-008

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。

冷凍

冷凍食品の詰め合わせ②

●サンマルコ食品株式会社
●北海道の味男爵コロッケ：440g(8個入)、北海道の味
かぼちゃコロッケ：400g(8個入)、もちもちじゃが餃子スー
プ付き：300g(10個入)、北海道いももち：250g(10個入)

必要な寄附金の額 12,000円

商品コード H-002

サンマルコ食品の道内自社工場で製造した冷凍
食品を詰め合わせました。

冷凍

オーガニック化粧品

rosa rugosa 美容液

●株式会社ciokay
●serum〈美容液〉30ml 化粧箱入り

必要な寄附金の額 13,000円

商品コード N-005

天然由来成分を贅沢にブレンドした美容液。いつも
のお手入れにプラスして、潤いに満ちた表情へ。

「うらほろ和牛」焼肉3種セット

●浦幌町和牛改良組合
●ウデ肉400g、バラ肉400g、モモ肉200g
※数量・発送時期限定（詳細は6ページ
下部をご覧ください）

必要な寄附金の額 15,000円

商品コード P-001

浦幌町で育てられた黒毛和牛の焼肉3種セッ
ト。上質な味わいを、ぜひ一度ご堪能ください。

冷凍限

冷凍食品の詰合せ

●サンマルコ食品株式会社 ●北海道の味男爵コロッケ：440g(8
個入)、北海道の味かぼちゃコロッケ：400g(8個入)、レンジホタテ
クリームコロッケ：250g(5個入)、レンジ焼きもろこしコロッケ：
250g(10個入)、レンジでカップ×deliエビグラタン：400g(4個入)、レ
ンジコロッケチーズフォンデュ：270g(6個入)

必要な寄附金の額 17,000円

商品コード H-001

北海道内の自社工場で製造した冷凍食品の詰
合せです。

冷凍

受付終了



いくらの醤油漬け 800ｇ

●有限会社山本商店
●いくら醤油漬け 800g （80g×10パック）
【申込受付】9月～（10月頃より順次発送予定）

必要な寄附金の額 32,000円

商品コード A-003

水揚げされたの秋鮭を、いくらの鮮度を保ったま
ま手早く処理し、こだわりの製法で加工しました。

冷凍

うらほろ旬の味覚セット

●十勝うらほろ おかだ農園 ●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）、
③11月上旬：たまねぎセット（10kg）、④2月上旬：豆
セット（4.05kg） 【申込受付】 8月末日まで

必要な寄附金の額 35,000円

商品コード K-001

十勝うらほろおかだ農園より、旬の野菜や豆類を4
回に分けてお届けいたします。

rosa rugosa 洗顔セット

●株式会社ciokay
●bar soap〈洗顔石鹸〉100g 化粧箱入、
lotion〈化粧水〉110ml 化粧箱入

必要な寄附金の額 17,000円

商品コード N-006

オーガニック処方にこだわった洗顔石鹸、化粧水を
セットにしたrosa rugosa スキンケアセットです。

うらほろホワイトペレット（120kg）

●株式会社エムケイ
●10kg×12袋

必要な寄附金の額 30,000円

商品コード I-002

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。

rosa rugosa スキンケアセット

●株式会社ciokay
●lotion〈化粧水〉110ml 化粧箱入り

milky lotion〈乳液〉65ml 化粧箱入り
serum〈美容液〉30ml 化粧箱入り

必要な寄附金の額 35,000円

商品コード N-007

オーガニック処方にこだわった化粧水、乳液、美容
液をセットにしたrosa rugosa スキンケアセットです。

浦幌町のマスコットキャラクター

うらは とほろま

地元の子どもたちが考案した、町の鳥「アオサギ」をモチー
フにしたキャラクター。

女の子の「うらは」は町の花「ハマナス」を頭に載せ、男の
子の「ほろま」は町の木「ナナカマド」の実を手に持ってい
ます。町内外で行われる様々なイベントに出演し、大忙し
の毎日を過ごしています。

5

季 季

浦幌木炭高級切炭（15kg）

●株式会社エムケイ
●15 kg（炭サイズ：長さ15cm×太さ5～10cm）

必要な寄附金の額 18,000円

商品コード I-011

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。

ふるさとの味 黒豆加工品セット

●十勝うらほろ おかだ農園
●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

必要な寄附金の額 18,000円

商品コード K-002

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。

常温

高い保湿効果をもちながらも、サラリとした質感のため、仕
事や家事の合間のご使用でもベタつきが気になりません。

rosa rugosa ハンドクリーム
【定期配送コース】

●株式会社ciokay ●ハンドクリーム 40g
【2ヶ月毎に計6回お送りするコースです】

必要な寄附金の額 35,000円

商品コード N-011

いくらと鮭のセット

●有限会社山本商店
●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
【申込受付】9月～（10月頃より順次発送予定）

必要な寄附金の額 20,000円

商品コード A-002

水揚げされたの秋鮭を、いくらの鮮度を保ったま
ま手早く処理し、こだわりの製法で加工しました。

冷凍季

保湿力に優れているので、洗顔後のつっぱり感が気になら
ず、肌の潤いを残した洗い上がりを叶えます。

rosa rugosa 洗顔石鹸
【定期配送コース】

●株式会社ciokay ●洗顔石鹸 100g
【2ヶ月毎に計6回お送りするコースです】

必要な寄附金の額 40,000円

商品コード N-010



rosa rugosa フルセット

●株式会社ciokay
●洗顔石鹸 100g、ハンドクリーム 40g、化粧水
110ml、乳液 65ml、美容液 30ml（ハンドクリーム以
外化粧箱入）

必要な寄附金の額 45,000円

商品コード N-008

オーガニック処方にこだわったrosa rugosa
の基礎化粧品フルセットです。

rosa rugosa スキンケアセット
【定期配送コース】

●株式会社ciokay
●化粧水 110ml、乳液 65ml、美容液 30ml
（化粧箱入り）
【2ヶ月毎に計6回お送りするコースです】

必要な寄附金の額 200,000円

商品コード N-009

オーガニック処方にこだわった化粧水、乳液、美容
液をセットにしたrosa rugosa スキンケアセットです。

冷凍 限常温 季常温発送 冷凍発送 季節限定 数量・発送時期限定6
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※焼肉セット・ステーキセットのどちらも数量及び配送時期限定となりますので、
お申込の際は、下記注意事項をご確認の上お申込いただきますようお願いいたします。

＜お申込にあたっての注意事項＞
①生産頭数が少ないため、発送時期は6月、9月、12月に限定させていただきます。
例）6月～8月のお申込：9月発送 / 9月～11月のお申込⇒12月発送・・・となります。

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

6月発送分受付期間

9月発送分受付期間

発送

発送

12月発送分受付期間 発送

②出荷可能数が限られるため、各受付期間において、「焼肉セット」は限定100セット、「ステーキセット」
は限定30セットとさせていただきます。最新の在庫状況は、担当までお問い合せいただくか、「ふるさと
チョイス」をご確認ください。

いくらの醤油漬け 1,600ｇ

●有限会社山本商店
●いくら醤油漬 1600g （80g×20パック）
【申込受付】9月～（10月頃より順次発送予定）

必要な寄附金の額 64,000円

商品コード A-004

水揚げされたの秋鮭を、いくらの鮮度を保ったま
ま手早く処理し、こだわりの製法で加工しました。

冷凍季

「うらほろ和牛」ステーキセット

●浦幌町和牛改良組合
●サーロイン 250g×2枚

リブロース 250g×2枚
※数量・発送時期限定（詳細は6ページ下部を
ご覧ください）

必要な寄附金の額 40,000円

商品コード P-002

浦幌町で育てられた黒毛和牛のステーキ
2種セット。上質な味わいを、ぜひ一度ご
堪能ください。

冷凍限
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B-013 にんにく・なんばんセット ¥7,000

I-007 浦幌木炭アラ炭（6kg） ¥7,000

E-002
インカのめざめとたまねぎのセット

¥7,000

B-009
「うらほろの大地」ジンギスカンセット

¥5,000
E-003
インカのひとみとたまねぎのセット

¥7,000

E-001 じゃがいもとたまねぎのセット ¥5,000
E-004
インカルージュとたまねぎのセット

¥7,000

I-001 うらほろホワイトペレット（20kg） ¥5,000 I-009 浦幌木炭高級切炭（3kg） ¥7,000

I-005 ウッドチップ（70L） ¥5,000 L-001 うらほろ大福（12個入） ¥7,000

I-006 浦幌木炭アラ炭（3kg） ¥5,000 M-004 うらほろ銘菓詰め合わせ ¥7,000

J-001 韃靼そば「満天きらり」乾麺 ¥5,000
N-002 オーガニック化粧品

rosa rugosa ハンドクリーム
¥7,000

J-006 「満天きらり」新そば生めん ¥5,000 O-002 JAうらほろ加工品セット② ¥7,000

J-007
浦幌産100％そば粉｢キタノマシュウ｣

¥5,000
N-001 オーガニック化粧品
rosa rugosa 洗顔石鹸

¥8,000

M-003 うらほろ銘菓「黒豆たると」 ¥5,000 J-002 韃靼そば粉「満天きらり」（1kg） ¥9,000

O-003 雪室ばれいしょ（男爵芋） ¥5,000 J-003 韃靼そば｢満天きらり｣セット ¥9,000

B-010 ジンギスカン・ホルモンセット ¥7,000 J-008 韃靼そば茶「満天きらり」（400g） ¥9,000

B-011 ジンギスカン・ウインナーセット ¥7,000 C-001 ｢うらは・ほろま｣グッズのセット ¥10,000

※期間・数量等が限定の返礼品も多くございますので、最新の在庫状況については、担当まで
お問い合せいただくか、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」をご覧願います。



8

A-001 北の海の魚介セット ¥10,000
K-002 ふるさとの味 黒豆加工品セッ
ト

¥18,000

A-005 厚内珍味セット ¥10,000 A-002 いくらと鮭のセット ¥20,000

I-010 浦幌木炭高級切炭（6kg） ¥10,000 I-002 うらほろホワイトペレット（120kg） ¥30,000

N-003 オーガニック化粧品
rosa rugosa 化粧水

¥10,000 A-003 いくらの醤油漬け 800ｇ ¥32,000

O-001 JAうらほろ加工品セット① ¥10,000 K-001 うらほろ旬の味覚セット ¥35,000

B-012 「浦幌の大地」食べ尽くしセット ¥12,000
N-007 オーガニック化粧品
rosa rugosa スキンケアセット

¥35,000

H-002 冷凍食品の詰め合わせ② ¥12,000
N-011 オーガニック化粧品
rosa rugosa ハンドクリーム
【定期配送コース】

¥35,000

N-004 オーガニック化粧品
rosa rugosa 乳液

¥12,000
N-010 オーガニック化粧品
rosa rugosa 洗顔石鹸
【定期配送コース】

¥40,000

I-008 浦幌木炭アラ炭(15kg) ¥13,000 P-002 「うらほろ和牛」ステーキセット ¥40,000

N-005 オーガニック化粧品
rosa rugosa 美容液

¥13,000
N-008 オーガニック化粧品
rosa rugosa フルセット

¥45,000

P-001 「うらほろ和牛」焼肉3種セット ¥15,000 A-004 いくらの醤油漬け 1,600ｇ ¥64,000

K-003 一黒の粧コスメセット ¥16,000
N-009 オーガニック化粧品
rosa rugosa スキンケアセット
【定期配送コース】

¥200,000

H-001 冷凍食品の詰合せ ¥17,000

N-006 オーガニック化粧品
rosa rugosa 洗顔セット

¥17,000

I-011 浦幌木炭高級切炭（15kg） ¥18,000

■ 問合先：北海道浦幌町役場 まちづくり政策課 ふるさと納税担当 ■
TEL： 015-576-2221（ふるさと納税専用電話） /  FAX： 015-576-2519 /  E-mail： furusato@urahoro.jp
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ふるさと納税 とは？
― What is the Hometown tax payment?

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。
手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
多くの自治体では地域の名産品などのお礼の品も用意！
寄附金の「使い道」が指定でき、お礼の品もいただける魅力的な仕組みです。

ふるさと納税で各自治体へ納付した寄附金は、控除上限額内の2,000円を越える部分につい

て税金が控除されます。ただし、寄附を行っただけでは、税金の控除を受けることができませ
ん。税金控除を受けるためには、「確定申告」をするか「ワンストップ特例制度」の適用に関す
る申請が必要です。

寄附の申込み
インターネットのふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」から、または本パンフレットに同封して
いる申込書に記入いただき、郵送またはFAXでお申込いただけます。また、電話での申込みも受付け
ておりますので、申込手続きに不安のある方はお気軽にご相談ください。
※申込方法の詳細は次のページで紹介いたします。

寄附金の払込
申込み完了後、寄附金の納付をしていただきます。ＷＥＢ上からお申込いただいた場合はクレジット
カード決済が可能です。申込書を使ってお申込いただく場合は、申込受付後にお送りする「郵便払込
票」で郵便局でご納付ください。その他にも、銀行口座への振込や、近郊の方であれば、役場窓口で
の納付も可能です。

寄附金受領証明書、
返礼品の受取

寄附金の納付が確認できましたら、寄附金の受領証明書とお礼の品をお送りします。「受領証明書」は
確定申告をする際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

確定申告
ワンストップ

特例制度の申請

ふるさと納税をした翌年に確定申
告を行う際、各自治体から送付さ
れた寄附金受領証明書を添付し
て、申告を行うことで税金の控除
を受けられます。

寄附をした自治体へ「ワンストップ特例制
度」の申請書を提出することで、確定申告
を行わなくても税金の控除を受けることが
できます。ただし、ワンストップ特例制度の
適応を受けるにはいくつか条件がありま
すので、申請される際はご注意ください。

①確定申告をする必要のない給与所得者等であること
②1年間の寄附先が5自治体以内であること

ワンストップ特例制度を利用するための条件 ※確定申告とワンストップ特例制度の併用はできません。ワンストップ特例
制度に関わる申請書を提出後、確定申告に変更する場合、対象となる年
に行った全寄附分の控除申請をする必要があります。なお、確定申告の
内容が優先されるため、各自治体へ申請方法変更の連絡は必要ありません。

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税の４つの魅力

お礼の品がもらえる 2 税金が控除（還付）される

3 応援したい自治体に寄附ができる 4 寄附金の使いみちを指定できる

日本各地の名産品を楽しめるのも、ふるさと納税の魅力のひとつ。浦幌
町でも寄附への感謝として、地域の名産品などを「お礼の品」にして寄附
者に届けています。自治体にとっては「お礼の品」を通じて、地域の名産
品や産業を全国の人に知ってもらえる貴重な機会にもなっています。

ふるさと納税では控除上限額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を
引いた額について、所得税と住民税から控除（還付）を受けることができます。
※控除上限額は収入や家族構成によって異なりますのでご注意ください。

生まれ故郷でなくても、応援したいと思った自治体や、縁のある自治体な
どへ寄附できるのがふるさと納税です。寄附先の数や金額、回数に上限
はなく、ご自身の控除上限額内であれば、実質2,000円の負担で複数の
地域を応援できます。

ふるさと納税では、寄附金を自治体がどのように使用するのか、その用途
を選択することができます。寄附金の使い道の観点から、寄附先の自治体
を選ぶこともできます。
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所定の「寄附申込書」に必要事項を記入いただき、郵送、またはFAXで提出いただく方法です。
様式は町ホームページからもダウンロードが可能です。記入にあたっては下記の記入例を参照ください。

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」からお申込いただく方法です。
下記URL、もしくはQRコードからふるさとチョイス内の浦幌町のページにアクセスしていただき、ページ内の案内に沿って
お申込ください。ふるさとチョイスからのお申込の場合、クレジットカード決済が利用可能です。

■ふるさとチョイス「北海道浦幌町」 URL・QRコード

http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/01649

上記URLを直接入力いただくか、携帯電話もしくはスマートフォン・タブレット端末の
「QRコードリーダー」を起動し、こちらのQRコードを撮影しアクセスしてください。

表面

表面については、 で囲んだ部分について、すべての項目をご記入ください（メールアドレスについては、お持ちでない
方は記入不要です）。「寄附金の使途」については、寄附金の使い道に指定があれば希望の事業の欄に金額をご記入くださ
い。複数の事業を指定いただくことも可能です。

裏面は の部分に氏名をご記入いただき、希望される記念品の「個数」の欄に数量をご記入ください。複数選択いた
だくことも可能です。（例：20,000円の寄附で5,000円コースから2点、10,000円コースから1点 など）

表面、裏面の必要事項をご記入いただきましたら、浦幌町役場まで郵送、もしくはFAXで両面を送信してください。

申込みの受付が完了しましたら、申込書に記載の住所へ払込取扱票を郵送いたしますので、最寄りの郵便局で払い
込みをお願いいたします。

ふるさと寄附申込方法 浦幌町へのふるさと寄附には郵送・FAXによるお申込、
またはインターネットからのお申込が可能です。
それぞれの方法については、下記をご覧ください。
もし不明な点などがありましたら、担当までお問合せください。

裏面

郵送・FAXでの申込み

インターネットからの申込み

北海道浦幌町への

― How to apply for hometown tax payment.
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≪お問合せ先≫

〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6

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
FAX：015-576-2519 E-mail：furusato@urahoro.jp


