
様式第１号(第２条関係) 

 

寄 附 申 込 書 
 

令和  年  月  日 

 

浦幌町長  様 

 

 私は、次のとおり浦幌町ふるさとづくり基金事業に対して寄附したいので、申込みをします。 

氏名
ふりがな

（団体名）  

住 所 
〒 

 

電 話 番 号       －       －       

メールアドレス       

寄 附 申 込 額                    円 

寄附金の使途 

事業の種類 寄附金額 

「留真の里」の環境保全、景観維持及び再生に関

する事業  
     円 

子供たちが健やかに育つ環境づくり事業       円 

大いなる田舎（うらほろ）まちづくり事業       円 

うらほろスタイル推進事業       円 

町長が目的達成のために資すると認める事業       円 

※上記の寄附口数、寄附金額に記入がない場合は、使途の指定がなかったものと

して取り扱い、まちづくりの課題に応じて、いずれかの事業に充当させていた

だきます。 

寄 附 金 の 

納 付 方 法 

該当の□に印をご記入ください。 

 払込取扱票（郵便局） 

※払込手数料は発生しません。 

 その他の方法（                         ） 

※（ ）カッコ内にご希望する納付方法をご記入ください。なお、ご希望の納付

方法により発生する手数料等は、納付される方のご負担となります。 

寄附に関する 

情 報 公 開 等 

住所、氏名等の公表を希望する方は、□に印をご記入ください。 

 公表を希望する（住所（都道府県名）・氏名・寄附額・寄附金の使途）。 

※浦幌町ふるさとづくり寄附条例に基づく運用状況の公表の際に、寄附金の総額

及び使途指定状況とともに、公表を希望された方の寄附状況について公表させ

ていただきます。 

ご 意 見 等 

浦幌町への応援メッセージや浦幌町ふるさとづくり基金について、ご意見、ご要

望をお書きください。 

      

 

http://www.town.niseko.hokkaido.jp/reiki/reiki_word/00599001042003281.pdf


氏名

商品
コード

お礼の品名
必要な
寄附額

申込
個数

商品
コード

お礼の品名
必要な
寄附額

申込
個数

B-009 「浦幌の大地」ジンギスカンセット 5,000円 A-001 北の海の魚介セット 10,000円

E-001① じゃがいも（キタアカリ）、たまねぎセット 5,000円 A-005 厚内珍味セット 10,000円

E-001② じゃがいも（レッドムーン）、たまねぎセット 5,000円 C-001 「うらは・ほろま」グッズのセット 10,000円

E-001③ じゃがいも（メークイーン）、たまねぎセット 5,000円 I-010 浦幌木炭高級切炭（6㎏） 10,000円
受付
終了

E-005 電子栽培技法たまねぎ（10Kg） 5,000円 I-008 浦幌木炭アラ炭（10㎏） 10,000円

I-001 うらほろホワイトペレット（10㎏×2袋） 5,000円 J-008 韃靼そば茶「満天きらり」（400ｇ） 10,000円

I-006 浦幌木炭アラ炭（3㎏） 5,000円 O-001 JAうらほろ加工品セット① 10,000円

I-005 ウッドチップ（70Ｌ） 6,000円 B-012 「浦幌の大地」食べ尽くしセット 12,000円

I-007 浦幌木炭アラ炭（5㎏） 6,000円 H-002 サンマルコ食品　冷凍食品詰め合わせ② 12,000円
受付
終了

J-001 韃靼そば乾麺「満天きらり」 6,000円 N-003 オーガニック化粧品 rosa rugosa　化粧水 12,000円

J-006 韃靼そば「満天きらり」新そば生めん 6,000円 N-004 オーガニック化粧品 rosa rugosa　乳液 13,000円

J-007 100％浦幌産そば粉「キタノマシュウ」 6,000円 A-005 いくらの醤油漬け（400ｇ） 14,000円

M-003 黒豆たると（10個入） 5,000円
受付
終了

N-005 オーガニック化粧品 rosa rugosa　美容液 15,000円

O-003 雪室ばれいしょ 5,000円
受付
終了

P-001 「うらほろ和牛」焼肉3種セット【12月発送分】 15,000円 準備中

Q-001
オーガニックとうもろこし「あまえん坊」（10本
セット）

6,000円
受付
終了

I-011 浦幌木炭高級切炭（15㎏） 16,000円

B-010 「浦幌の大地」ジンギスカン・ホルモンセット 7,000円 K-003 おかだ農園　一黒の粧コスメセット 16,000円 準備中

B-011 「浦幌の大地」ジンギスカン・ウインナーセット 7,000円 H-001 サンマルコ食品　冷凍食品詰め合わせ 10,000円
受付
終了

B-013 にんにく・なんばんセット 7,000円 K-002 おかだ農園　ふるさとの味黒豆加工品セット 18,000円 準備中

E-002 インカのめざめとたまねぎのセット 7,000円 A-002 いくらと鮭のセット 18,000円

E-003 インカのひとみとたまねぎのセット 7,000円
受付
終了

N-006 オーガニック化粧品 rosa rugosa　洗顔セット 18,000円

E-004 インカルージュとたまねぎのセット 7,000円 I-003 うらほろホワイトペレット（10㎏×12袋） 30,000円 準備中

I-009 浦幌木炭高級切炭（3㎏） 7,000円
受付
終了

J-009 韃靼そば茶「満天きらり」（1,000ｇ） 24,000円

M-004 浦幌銘菓詰め合わせ 7,000円
受付
終了

A-003 いくらの醤油漬け（800ｇ） 27,000円

O-002 JAうらほろ加工品セット② 7,000円 K-001 おかだ農園　うらほろ旬の味覚セット 35,000円
受付
終了

L-001 うらほろ大福（12個入） 8,000円 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円
受付
終了

N-002 オーガニック化粧品 rosa rugosa　ハンドクリーム 8,000円 N-007 オーガニック化粧品 rosa rugosa　スキンケアセット 37,000円

R-002 マルイファーム特製ハンバーグ（150g×5個） 8,000円 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円
受付
終了

J-002 韃靼そば粉「満天きらり」 9,000円 P-002 「うらほろ和牛」ステーキセット【12月発送分】 40,000円 準備中

J-003 韃靼そば「満天きらり」セット 9,000円 N-008 オーガニック化粧品 rosa rugosa　フルセット 50,000円

N-001 オーガニック化粧品 rosa rugosa　洗顔石鹸 9,000円 A-004 いくらの醤油漬け（1,600ｇ） 54,000円

R-001 浦幌町産黒毛和牛ローストビーフ（250g） 9,000円 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円
受付
終了

- 返礼品の受取を辞退する

  ＜問合先＞浦幌町役場まちづくり政策課　電話：015-576-2221 / FAX：015-576-2519 / E-Mail：furusato＠urahoro.jp

北海道浦幌町ふるさと納税返礼品選択届

◎5,000円以上のご寄附で浦幌町の特産品を贈呈します。ご希望の記念品を選択して、個数をご記入ください。

〔例〕20,000円寄附：5,000円コースから２点と10,000円コースから１点　など

◎返礼品を辞退される場合は、「返礼品の受取を辞退する」の欄にレを記入してください。


