
　白糠町は北海道の東部に位置し、人口８千2百人のまちです。
　本町は太平洋沖の暖流と寒流が交わる絶好の漁場にあり、１年を通じて様々な海産物が獲れるもので、
特にししゃもや毛がに、柳だこ、鮭、つぶ貝は築地市場を始めとし全国から引き合いがあります。
　恵まれた漁場にある本町は水産物だけでも十分すぎるくらいですが、山に目を向けると、また様 な々ものがあります。 
　紫蘇を使った焼酎と言えば今や全国区の『しそ焼酎鍛高譚』をはじめ、イタリアンチーズや羊肉、ヨーロッ
パでは特別な日の高級食材として愛されている鹿肉。
　このように本町は、海を見ても山を見ても豊富な食材にあふれています。
　本誌最終ページに「ふるさと納税の使いみち」を掲載しております。ご意向に沿うようでしたら、ふるさと納税
を通じまして本町へのご支援を賜われば幸甚に存じます。この機会に本町の魅力を知っていただければと存
じます。
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へご寄附をいただいた皆様に、
感謝の気持ちをお贈りさせていただきます。

北海道白糠町長
棚野 孝夫

ふるさと納税 
お礼の品カタログ

北海道 白
しらぬかちょう

糠町ふるさと納税 感謝特典制度のご案内

ふるさと納税の使いみち 申込書で寄附金の使途を選択してください。

①白糠町におまかせ

④健康で思いやりのある社会づくり事業

②ふるさと「しらぬか」の魅力あるまちづくり事業

⑤希望あふれる人づくりのための教育事業

③活力に満ちた産業づくり事業

⑥ふるさと「しらぬか」の豊かな自然環境保護の
　ための事業

ふるさと納税全般に関する
お問合せ

お礼の品発送に関する
お問合せ

北海道白糠町（しらぬかちょう）役場　企画総務部企画財政課　　
TEL.０１５４７-２-２１７１  FAX.01547-2-4659  メールアドレス furusato-tax@town.shiranuka.lg.jp

ふるさと納税商品お問合せセンター　
TEL.0120-977-050（営業時間／9:30〜18:00　土・日・祝・12/29〜1/3休み）

入金方法

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。

払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から１０日程度でお届けします。最寄りの
郵便局からお振込みください。寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

北海道銀行  白糠支店 （普通） 口座番号  0033574  口座名  白糠町
※寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

〒088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1-1　
白糠町役場　企画総務部企画財政課　宛にお送りください。

〒088-0392　北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1-1　
白糠町役場　企画総務部企画財政課　窓口にてお納めください。

クレジットカード

払込取扱票

銀行振込

現金書留

自治体窓口

手数料無料

手数料無料

手数料は
ご負担ください

郵便料は
ご負担ください

―

注意事項
●お届けの日付指定は承っておりません。ご入金確認後１か月程度でのお届けを予定しております。 ●長期不在のご予定や配送曜日希望等があれば申込書要望欄にご
記入ください。 ●商品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、破損・不良品の場合は速やかに対応させていただきます。 ●季節商品等はお届け
情報をご確認ください。 ●ご注文の状況によっては、一時的に品切れが発生する場合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合が
ありますのでご了承ください。 ●メーカーの都合により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。 ●カタログ掲載商品は印刷再現上、色調が実物と異な
る場合があります。 ●写真はすべてイメージです。小物類は商品に含まれません。 

ご希望の用途からお選びください。のし対応について
※Ａ４または、Ｂ５（外箱サイズに応じる）花結び・外箱貼付となります。 ※中元、歳暮、内祝、御礼の4種のみ。名入れの対応はしておりません。

北海道 白
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糠町

白糠町外から1万円以上のご寄附をいただいた皆様に
　1万円以上ご寄附をされた町外在住の個人の方に寄附金額に応じてお礼の品を進呈します。

 寄附金額に応じた各区分からお選びください。
　　　 寄附金額10,000円で…10,000円コース×1つ
　　　 寄附金額20,000円で…10,000円コース×2つ、あるいは 20,000円コース×1つ
　　　 寄附金額50,000円で…20,000円コース×1つ + 10,000円コース×3つ、あるいは 10,000円コース×5つ
　　　 寄附金額100,000円で…20,000円コース×1つ + 30,000円コース×1つ + 50,000円コース×1つ　など
 ※寄附金額以下の組み合わせをお選びいただいた場合は、お礼の品の一部を辞退させていただいたことにさせていただきます。
 ※例えば、25,000円のご寄附をされた場合は「寄附金額20,000円以上で…」の区分になります。

※何度でもお申込みいただけます。

ふるさと納税の流れ
ふるさと納税インターネット
ポータルサイトからお申込
み、またはカタログの別紙
「申込書」をお送りください。

入金方法をお選び
いただき、ご入金を
お願いいたします。

「お礼の品」を選ぶ 「お礼の品」が届く

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

（※2）

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

※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」は寄附者の氏名で発行します。再発行や発行後
の氏名変更はできませんのでご注意ください。 

※2：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「申告特例申請書」を提出いただく
ことで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられ
ます。年間5自治体以内への寄附に限ります。

※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。

①所得税・住民税で控除
②住民税で控除（※3）

（※3）

カタログ有効期限／2017年9月末　カタログコード5723

本カタログに掲載している他にも、ホームページに数々のお礼の品をご紹介しています。
ふるさと納税 白糠
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一般に流通して
いる「ししゃも」と
呼ばれる魚の9
割以上はキャペ
リン等の似た魚
です。本物のしし
ゃもは世界でも
北 海 道 の 太 平
洋沿岸にしか生息しない日本固有の貴重種です。回
遊魚のため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
獲れるししゃもは大変に美味とされています。

厳選した旬の北海道産天然秋鮭
を、そのままお刺身としてお召し上が
りいただけるようにしました。程よく脂 
がのったクセのない鮭は、自然のお
いしさです。

北海道サーモン刺身
●栄三郎商店 ●北海道産秋鮭 刺身用 約
1kg（2～3本）

商品番号 5723-0103 冷凍

ししゃものふるさと しらぬか産ししゃも
オスメス30尾
●栄三郎商店 ●ししゃも30尾（オス15尾・メス15尾）
●出荷時期：11月中旬より

商品番号 5723-0071 冷凍

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
チーズ工房による「食べた人が
幸せになれる」こだわりのチーズ。

白糠酪恵舎チーズセット
●栄三郎商店 ●スカモルツァ（85g）、トーマ・シラヌカ（100g）、
ロビオーラ（100g） 各2個

商品番号 5723-0077 冷蔵

「とばイチロー」は食べやすさを追求し、低塩で口当
たりソフトな食感。「たべてくんせい」は全ての工程で
手作業にこだわりぬいた鮭の燻製のセットです。

鮭とばセット
●栄三郎商店 ●鮭とばイチロー（約500g）×1個、たべてくんせい

（白）50g×2個 ※賞味期間：常温30日

商品番号 5723-0012

鹿は中国最古の医薬書にも登場する薬剤。鹿抽出
エキスと有機栽培のしそエキス入
り。滋養強壮・肉体疲労に。

滋養強壮・肉体疲労に えぞ鹿の宝
●栄三郎商店 ●えぞ鹿の宝（50㎖）×7本

商品番号 5723-0015

新鮮な白糠産たこの風味と食感を大切に仕上げた
「たこカレー」は、たこの風味がカレーにマッチ。

マルツボのたこカレー
●栄三郎商店
●たこカレー（220ｇ）1.5人前×5個

商品番号 5723-0061

「塩引き鮭」に、「つぶ子ちゃん」、
「醤油いくら」の人気3商品をセッ
トにしました。

「白糠産ししゃも」に、「塩引き鮭」、灯台つぶを特製三杯酢で味
付けした「つぶ子ちゃん」、たこの「喰
っ蛸とある？」シリーズのセットです。

鮭の切身・つぶ子ちゃん・
醤油いくらセット
●栄三郎商店 ●塩引き鮭（2切れ）、つぶ子ちゃん（約280g）、
醤油いくら（200g） 各1個

しらぬか海物語
●栄三郎商店 ●ししゃも10尾（オス5尾・メス5尾）、つぶ子ちゃん

（約280g）、塩引き鮭（2切れ）、たこのキムチ漬（100g）、たこの
わさび漬（100g）、たこのしょうが漬（100g） 各1個

商品番号 5723-0073商品番号 5723-0072 冷凍
冷凍

スライスしたタコはしゃぶしゃぶや刺
身、唐揚げに、また、特製のキムチ
たれ等に絡めた「喰っ蛸（くったこ）
とある？」シリーズのセットです。

酒の肴にしゃぶしゃぶに たこ三昧セット
●栄三郎商店 ●うす切り北海たこ（約170g）×2個、たこのキム
チ漬け（100g）×1個、たこのわさび漬け（100g）×1個、たこのしょ
うが漬け（100g）×1個

商品番号 5723-0074 冷凍

オリジナルのタレで味付けをし
た白糠を代表する自慢の焼き肉
３種類セットです。

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
●栄三郎商店 ●味付鶏肉（鳥じん、約900g）、味付羊肉（らむじ
ん、約1kg）、鹿肉味付き焼肉（約300g） 各1個

商品番号 5723-0076 冷凍

厳選した旬の北海道産天然秋鮭を、
旨みを閉じ込めた香ばしい「たたき」
に仕上げました。たたきの香ばしさと
鮭の旨みが引き立っています。

北海道サーモンたたき
（炙り）

●栄三郎商店 ●北海道産秋鮭 刺身用炙
り 約1kg（2～3本）

商品番号 5723-0069 冷凍

脂乗りの良い時鮭を味噌、粕、醤油
と3種類の味付けにして、過熱水蒸
気でふっくらと焼き上げました。

焼時鮭詰め合せセット
●栄三郎商店 ●焼時鮭醤油漬切身70g×4、焼時鮭味噌漬切
身70g×3、焼時鮭粕漬切身70g×3

商品番号 5723-0070 冷凍

し
し
ゃ
も

「食と食材のまち白糠」のレストラン「はまなす」のシェフが
町を代表する食材で作った自慢
のメニューをレトルトにしました。

レストランはまなすレトルトセット
●栄三郎商店 ●えぞ鹿肉のハヤシソース（180g）、柳ダコのミー
トソース（170g）、ラム肉とゴボウのミートソース（150g） 各1個

商品番号 5723-0080
冷凍

老麺やはたの自家製ラーメンと、白糠産
たこの風味と食感を大切に仕上げた

「たこカレー」のセットです。

やはたらーめん・たこカレーセット
●栄三郎商店 ●お持ち帰りらーめん（2食入り）×1個、たこカレー

（220g）×2個 ※賞味期間：ラーメン7日、カレー1年

商品番号 5723-0081
冷蔵

半世紀の歴史と伝統の味の
ラーメンは、ばーちゃんの時代か
ら受け継がれてきた自慢の細麺
とスープです。

やはたお持ち帰りらーめん
●栄三郎商店 ●お持ち帰りらーめん（2食入り）×2個 
※賞味期間：冷蔵7日

商品番号 5723-0100 冷蔵

寒暖差のある上茶路（かみちゃろ）地区
のブルーベリーは農薬・化学肥料不使
用で、一粒ずつ手摘み。セットのジャム
は風味を引き出す手作り製法です。

農薬・化学肥料不使用ブルーベリーセット
●栄三郎商店 ●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 ※賞味期間：ブルーベリー7日、ジャム30日

商品番号 5723-0078 冷蔵

地元の生乳や卵、そして白糠
酪恵舎のチーズを使ったプリ
ン3種の食べ比べセットです。

シェフのこだわりプリンセット
●栄三郎商店 ●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（各90g） 各2個 ※賞味期間：製造日から7日

商品番号 5723-0079 冷蔵

道内生まれの乳用種の牛を白糠町
にある農場で丹念に育てた牛です。
ヘルシーで赤身肉の豊かな旨味が
味わえる牛肉です。

白糠牛 すき焼用・
しゃぶしゃぶ用セット900g
●株式会社肉の神明 ●牛モモしゃぶしゃぶ
用450ｇ、牛肩すき焼き用450ｇ 各1パック 
※賞味期間：冷凍180日

商品番号 5723-0049

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。特製ダレがお肉とご飯によく
合います。

この豚丼 ごちそう便セット
●栄三郎商店 ●3人前（4枚入り160g×3袋）

商品番号 5723-0094 冷凍

冷凍

道内外の有名レストランも扱ってい
る、えぞシカ肉セットです。食べ方は
素材のおいしさを生かしていただくの
が一番。単純に塩コショウや焼肉の
タレ等でお召し上がりください。

商品番号 5723-0075
高タンパク・低カロリー・
低脂肪 えぞシカ肉セット
●栄三郎商店 ●鹿ロース肉（約300g）、鹿
モモ肉（約500g） 各1個

冷凍

1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

1
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『幻の毛がに』と言われる白糠沖産の大きな毛がにを茹でたその日のうちに発送します。一番おいしいのは茹で
たてと知っている白糠漁協のこだわりです。

白糠は鍛高譚に使われるしその産地です。1992年に発売された『しそ焼酎鍛高譚』。根強い人気は口にする
と香り高くとても爽やかな風味がくせになるからです。『鍛高譚の梅酒』は同じしそを使用し、香料・着色料無添
加で仕上げた鮮やかなルビー色と豊かなしその風味をお楽しみいただける梅酒です。

鍛高譚の梅酒・
透明な鍛高譚の梅酒
500㎖ 8本セット
●合同酒精（株） ●透明な鍛高譚の梅酒500
㎖×4本、鍛高譚の梅酒500㎖×4本 計8本

鍛高譚・鍛高譚の梅酒
1800㎖ 4本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚1800㎖×2本、
鍛高譚の梅酒1800㎖×2本 計4本

鍛高譚・鍛高譚の梅酒
720㎖ 8本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚720㎖×4
本、鍛高譚の梅酒720㎖×4本 計8本

鍛高譚
1800㎖ 4本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚1800㎖×4本

透明な鍛高譚の梅酒
500㎖ 8本セット
●合同酒精（株） 
●透明な鍛高譚の梅酒500㎖×8本

鍛高譚の梅酒
1800㎖ 4本セット
●合同酒精（株） 
●鍛高譚の梅酒1800㎖×4本

鍛高譚の梅酒
720㎖ 8本セット
●合同酒精（株） 
●鍛高譚の梅酒720㎖×8本

鍛高譚
720㎖ 8本セット
●合同酒精（株） 
●鍛高譚720㎖×8本

商品番号 5723-0067
商品番号 5723-0041

商品番号 5723-0039

商品番号 5723-0017

商品番号 5723-0064

商品番号 5723-0040商品番号 5723-0038

商品番号 5723-0016

しゃぶしゃぶ、刺身、唐揚げ（ザンギ）
といろいろ使える生たこに、ししゃも
と昆布、醤油いくらのセットです。

しらぬか海の恵みセット
●栄三郎商店 ●ししゃも10尾（オス5尾・メス5尾）×2個、昆布（約250g）×1個、北海たこのたたき

（約150g）×1個、うす切り北海たこ（約170g）×1個、醤油いくら（200g）×1個

商品番号 5723-0085
冷凍

しらぬか産 茹でたて大（700g以上）毛がに
●栄三郎商店 ●ゆで毛がに（約700g以上）×1杯 ●出荷時期：9月中旬～12月下旬 ※賞味期間：出荷日より冷蔵5日 ※出荷時期になりま
したら、別途メールにてお届けについてのご案内をさせていただきます。※漁獲量よっては、予告なく締切日前にお申込みを締切らせていただく
場合がございますので、あらかじめご了承ください。※お届けのときには、水分が減少し重さが10～15％目減りしますので、予めご了承ください。

商品番号 5723-0083 冷蔵

脂の乗った鮭を塩漬けし、水分
を抜き旨みを凝縮した新巻鮭姿
切身と、成熟卵を使用した醤油
いくらのセットです。

新巻鮭姿切身と
醤油いくらセット
●栄三郎商店 ●新巻鮭姿切身（約
1.7kg、4分割）、醤油いくら（200g） 各
1個

商品番号 5723-0086

冷凍

日本一の羊飼いのラム肉に、
チーズ職人のチーズ、鍛高ラムネ
などを詰め合わせたセットです。

しらぬか山の恵みセット
●栄三郎商店 ●ラム肉の骨付きステーキ（約500g）×1個、モッツァレラチーズ（140g）×1個、スカ
モルツァ（85g）×1個、ロビオーラ（100g）×1個、鍛高ラムネ（各200㎖、赤・青）×各2本、えぞ鹿の宝

（50㎖×2本、ブルーベリージャム（100g）×1個、ごぼう茶（60g）×1個

商品番号 5723-0087
冷蔵

脂乗りが良い９月に北海道で水揚げされた秋鮭オスの
みを使用。食べやすさを追求し、低塩で口当たりがソフ
トです。お子様からご年配の方まで人気の商品です。

鮭とばイチロー2kg
●栄三郎商店 ●鮭とばイチロー約2kg×1個

商品番号 5723-0088 冷凍

創業50年のこだわり抜いた製法に
より、旨みを凝縮したししゃもです。

ししゃものふるさと 
しらぬか産ししゃも
70尾
●栄三郎商店 
●ししゃも70尾（オス35尾・メス35尾） 
●受付締切：11月中旬～ 

商品番号 5723-0093

冷凍

最も良いと
される9月
10月の北
海 道 東 沖
の秋鮭の完熟卵のみを使用
し、水揚げの当日中に加工し
ています。加工技術、味、ブラ
ンドとも極上の逸品です。

北海道海鮮紀行いくら（醤油味）【1kg】
●栄三郎商店 ●約250g×4箱

商品番号 5723-0095
冷凍

初心者も気軽にハンター気分を味
わえる本物の狩りを実感していた
だけます。

エゾ鹿ハンティング体験
●栄三郎商店 ●利用条件が記載された体験チケット1枚（有効期限：発行日より1年）体験時間は、日の出から２～３時間、
もしくは日の入り前の２～３時間になります。体験中はガイドの車で移動します。4名様まで同時に体験可能です。※宿泊さ
れる場合の宿泊費や食事代は含まれません。※事前に日程・集合場所などを打合せいただき、不明な点は事前にお問い合
わせください。※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お引換はいたしません。※事
業者により安全確保への配慮は行いますが、体験プログラムによっては怪我をする可能性も伴います。運営会社が独自に
主催するものですので、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ことからやむをえず中止となる可能性も予めご了承ください。※キャンセルについて
はご予約時にご確認ください。ご予約者様の都合にて、催行日にご参加いただけない場合は権利失効となります。

商品番号 5723-0058

鍛
高
譚

漁期中にしか味わうことができな
い、生きたままの毛がにを発送しま
す。ご家庭で茹でたての毛がにを
お召し上がりください。（レシピ付）

しらぬか産 活大（700g以上）毛がに
●栄三郎商店 ●活毛がに（約700g以上）×1杯 ●出荷時期：9月
中旬～12月下旬 ※画像はイメージです。※賞味期間：出荷日より冷
蔵5日 ※生ものですので商品到着後、茹でるなどの加熱処理をすぐ
に行ってください。※出荷時期になりましたら、別途メールにてお届け
についてのご案内をさせていただきます。※天候、漁獲状況によりお
届け予定日がずれこむ場合もございます。※お届けのときには、水分
が減少し重さが10～15%目減りしますので、予めご了承ください。
※お申込限度数に達した場合は、予告なく締切日前にお申込みを締
切らせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

商品番号 5723-0082 冷蔵

漁期外に出荷する毛がには医療界でも使用されてい
る奇跡の冷凍技術と言われている「CAS冷凍」で。食
材の鮮度、食感、旨味などを保持してお届けします。

しらぬか産 CAS冷凍大（700g以上）毛がに
●栄三郎商店 ●CAS冷凍毛がに（約700g以上）×1杯 
※漁獲量によっては、予告なく締切日前にお申込みを締切らせて
いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。※お届
けのときには、水分が減少し重さが10～15％目減りしますので、
予めご了承ください。

商品番号 5723-0084 冷凍

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の申し受けはいたしておりません。

鍛高譚

鍛高譚
1800㎖ 2本セット
●合同酒精（株） 
●鍛高譚1800㎖×2本

商品番号 5723-0002
鍛高譚の
梅酒ソーダ割 24缶入
●合同酒精（株） ●鍛高譚の梅酒ソーダ割250㎖
缶×24本

商品番号 5723-0033白糠は鍛高譚に使われるしその産地です。1992年に
発売された『しそ焼酎鍛高譚』。根強い人気は口にする
と香り高くとても爽やかな風味がくせになるからです。

『鍛高譚の梅酒』は同じしそを使用し、香料・着色料無
添加で仕上げた鮮やかなルビー色と豊かなしその風味
をお楽しみいただける梅酒です。

鍛高譚 
720㎖ 4本セット
●合同酒精（株） 
●鍛高譚720㎖×4本

商品番号 5723-0001

鍛高譚の梅酒 
720㎖ 4本セット
●合同酒精（株） 
●鍛高譚の梅酒720㎖×4本

鍛高譚・鍛高譚の梅酒 
1800㎖ 2本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚1800㎖×1本、
鍛高譚の梅酒1800㎖×1本 計2本

透明な鍛高譚の梅酒
500㎖ 4本セット
●合同酒精（株） ●透明な鍛高譚の
梅酒500㎖×4本

鍛高譚の梅酒・
透明な鍛高譚の梅酒
500㎖ 4本セット
●合同酒精（株） ●透明な鍛高譚の梅
酒500㎖×2本、鍛高譚の梅酒500㎖×
2本 計4本

商品番号 5723-0034

商品番号 5723-0037

鍛高譚・鍛高譚の梅酒 
720㎖ 4本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚720㎖×2本、
鍛高譚の梅酒720㎖×2本 計4本

商品番号 5723-0035

商品番号 5723-0063

鍛高譚の梅酒1800㎖ 
2本セット
●合同酒精（株） 
●鍛高譚の梅酒1800㎖×2本

商品番号 5723-0036

商品番号 5723-0066
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主に釣り経験者向けの太平
洋白糠沖での秋鮭またはイカ
の船釣り体験です。船長は漁
師ですので、絶好のポイントに
ご案内します。

チャーター船での北海道といえば、
秋鮭！イカ！の船釣り体験（12名様）
●栄三郎商店 ●利用条件が記載された体験チケット1枚（最大12名様
まで利用可能）※画像はイメージです。※体験チケット有効期限は発効日
より1年です。※お申込みは、ご利用の１か月前までにお願いいたします。
※鮭、イカとも８月～９月になります。どちらかを予めお選びいただきます。
※商品詳細ページにて注意事項をご確認のうえ、お申し込みください。

商品番号 5723-0102

エゾ鹿ハンティングガイド
（狩猟免許所持者向け）

●栄三郎商店 ●利用条件が記載されたガイド商品券1枚（有効期限：発行日より1年）日の出から日の入りまでガイドの車
で移動します（途中、睡眠時間あり）。1名様利用です。※狩猟免許を所持している方が対象となります。※宿泊される場
合の宿泊費や食事代は含まれません。※事前に日程・集合場所などを打合せいただき、不明な点は事前にお問い合わせ
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お引換はいたしません。※事業
者により安全確保への配慮は行いますが、体験プログラムによっては怪我をする可能性も伴います。運営会社が独自に
主催するものですので、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ことからやむをえず中止となる可能性も予めご了承ください。※キャンセルにつ
いてはご予約時にご確認ください。ご予約者様の都合にて、催行日にご参加いただけない場合は権利失効となります。

北海道といえば、秋鮭！イカ！の船釣り体験（5名様）
●栄三郎商店 ●利用条件が記載された体験チケット1枚（最
大5名様まで利用可能）※画像はイメージです。※体験チケット
有効期限は発効日より1年です。※お申込みは、ご利用の１か月
前までにお願いいたします。※鮭、イカとも８月～９月になります。
どちらかを予めお選びいただきます。※商品詳細ページにて注意
事項をご確認のうえ、お申し込みください。

商品番号 5723-0059
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9月10月の完熟卵のみを使用した「いくら」と、「た
らこ」は素材の持ち味を大切に漬け込んだセットで
す。加工技術、味、ブランドとも極上の逸品です。

北海道海鮮紀行
いくら（醤油味）【1kg】とたらこ【1kg】のセット
●栄三郎商店 ●いくら250g×4箱、たらこ1kg

商品番号 5723-0096 冷凍

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。飲み放題付
きの白糠食材コース料理でお
もてなしさせていただきます。

ホテルまつや宿泊券（1泊2食白糠食材コース料理・飲み放題付）
●栄三郎商店 ●利用条件が記載された宿泊券1枚（有効期限：発効日より1年、1泊2食付バストイ
レ付洋室シングルタイプ）、夕食は白糠町の食材を使用したコース料理（90分飲み放題付き）※事前
にチケット記載の連絡先へ空き状況のご確認をいただき、ご予約ください。※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お引換はいたしません。

商品番号 5723-0060

ししゃものふるさと白糠で水揚げされた
ししゃも20尾と塩たらこ・醤油いくら・
辛子明太子の人気３種類が入った海
鮮卵セットと、鮭の切身は食卓を賑わ
すボリューム満点の海産セットです。

しらぬか海の恵みバラエティーセット
●栄三郎商店 ●ししゃも10尾（オス5尾・メス5尾）×2個、海鮮卵セット×1個、新巻鮭姿切身約

（1.7kg、4切）×1個

商品番号 5723-0089 冷凍

日本一の羊飼いのラム肉に、
チーズ職人のチーズ、こだわり
プリン等を詰め合わせた、これ
ぞ白糠オール山の恵みバラエ
ティーセットです。

しらぬか山の恵みバラエティーセット
●栄三郎商店 ●ラム肉の焼き肉用スライス（約500g）、モッツァレラチーズ（140g）、スカモルツァ（85g）、
トーマ・シラヌカ（100g）、ロビオーラ（100g）、鹿肉のしぐれ煮（生姜味、約220g）、鹿肉のしぐれ煮（ピリ辛
味、約220g）、ごんぼほり！ドレッシング（240g）、青じそドレッシング（230g）、しそ醤油（150㎖）、鹿肉の缶
詰（醤油味・味噌味・カレー味 各160g、各1個）、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）、ブルーベリージャム（100g） 各1個 ※賞味期間：ラム肉冷蔵7日、チーズ冷蔵8日

商品番号 5723-0099 冷蔵

4月
発送

4月
発送

4月
発送

10月
発送

10月
発送

7月〜9月
発送

10月〜11月
発送

7月
発送

1月
発送 1月

発送

1月
発送

冷凍 冷凍

冷凍

冷凍 冷凍
冷凍

冷凍冷凍

●栄三郎商店 ●醤油いくら（200g）、
北海たこのたたき（約150g）各1個

●栄三郎商店 ●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

（各90g） 各2個

●栄三郎商店 ●ししゃも10尾（オス5
尾・メス5尾）×2個、昆布（約250g）×1
個、北海たこのたたき（約150g）×1個、
うす切り北海たこ（約170g）×1個、鮭と
ばイチロー（約500g）×1個

●栄三郎商店 ●うす切り北海たこ（約
170g）×2個、たこのキムチ漬け（100g）
×1個、たこのわさび漬け（100g）×1個、
たこのしょうが漬け（100g）×1個

●栄三郎商店 ●スカモルツァ（85g）、
トーマ・シラヌカ（100g）、ロビオーラ
（100g） 各2個

● 栄 三 郎 商 店  ● 新 巻 鮭 姿 切身（ 約
1.7kg、4分割）、醤油いくら（200g） 各1個

●栄三郎商店 ●鮭とばイチロー（約500g）
×1個、たべてくんせい（白）50g×2個

●栄三郎商店 ●味付鶏肉（鳥じん、約
900g）、味付羊肉（らむじん、約1kg）、鹿
肉味付き焼肉（約300g） 各1個

●栄三郎商店 ●モッツァレラチーズ（140g）×
1個、スカモルツァ（85g）×2個、トーマ・シラヌカ

（100g）×2個、ロビオーラ（100g）×2個、白い
チーズプリン（90g）×1個、黄色いチーズプリン

（90g）×1個、生キャラメルプリン（90g）×1個 、
鍛高ラムネ（各200㎖、赤・青）×各1本、えぞ鹿の
宝（50㎖）×1本、ブルーベリージャム（100g）×1
個、ごぼう茶（60g）×1個

●栄三郎商店 ●ししゃも30尾（オス15
尾・メス15尾）×1個 ● 栄 三 郎 商 店 ● 鹿ロース肉（ 約

300g）、鹿モモ肉（約500g）各1個

●栄三郎商店 ●CAS冷凍毛がに（約
700g以上）×1杯

冷蔵

冷蔵

冷蔵

商品番号 5723-0090 商品番号 5723-0091

商品番号 5723-0092

しらぬか海の恵み
セット 年4回お届け

しらぬか山の恵み
セット年4回お届け

しらぬか堪能セット 
年4回お届け

日本の貴重種ししゃもにプチプチ
食感のいくら、こだわりぬいた鮭とば
にタコといった白糠の海の恵みを
年4回に渡ってお届け。

白糠を代表する食として、シェフのこ
だわりプリンや、３種の味付け肉、
チーズ職人のチーズ、高級食材の
えぞ鹿肉を年4回に渡ってお届け。

毛がにやししゃも、たこなどに加え、本
場イタリアで学んだチーズ職人が作る
チーズに、シェフのこだわりプリンなどを
年４回に渡ってお届けします。

狩猟歴２０年のハンターと一緒に車で
鹿を探しながら町内を巡ります。

主に釣り経験者向けの太平洋白糠沖での秋鮭ま
たはイカの船釣り体験です。

5
万
円
以
上
の

 

寄
附
で
貰
え
る
お
礼
の
品

70
万
円
以
上
の

 

寄
附
で
貰
え
る
お
礼
の
品

北海道の自然遺産とも言える原
生の大木から切り出された天板
は、とても厚く、なかなか手に入ら
ない9.5cmもある一枚板です。

アカエゾマツ一枚天板（約9.5cm）座卓
●栄三郎商店 ●樹種：天板、脚ともアカエゾマツ ●サイズ：横167cm、縦64～68cm、高さ
37cm、天板の厚さ9.5ｃｍ（若干の寸法誤差はご了承願います） ●塗装：無着色のウレタン半
ツヤ仕上げ ●状態：全て屋内にて自然乾燥し、完全に乾燥しています。※限定1点のみ ※画
像では確認しにくいキズや凹み、スレなどがある場合がございます。全て手作りのために小キズな
どがある場合がございます。

商品番号 5723-0055
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埋もれ木は何百年、何千年単位で地
中に埋もれ、原木に土や水が染み込
んだ独特の色合いが特徴です。

埋もれ木一枚天板（約8cm）座卓〔楡3〕
●栄三郎商店 ●樹種：天板、脚とも楡 ●サイズ：横114～116cm、縦41～44cm、高さ
34cm、天板の厚さ8ｃｍ（若干の寸法誤差はご了承願います） ●塗装：無着色のウレタン半ツ
ヤ仕上げ ●状態：全て屋内にて自然乾燥し、完全に乾燥しています。※限定1点のみ ※画像
では確認しにくいキズや凹み、スレなどがある場合がございます。全て手作りのために小キズなど
がある場合がございます。

商品番号 5723-0056

白糠は鍛高譚に使われるしその産地です。1992年に発売された『しそ焼酎鍛高譚』。根強い人気は口にすると香
り高くとても爽やかな風味がくせになるからです。『鍛高譚の梅酒』は同じしそを使用し、香料・着色料無添加で仕
上げた鮮やかなルビー色と豊かなしその風味をお楽しみいただける梅酒です。

鍛高譚の梅酒
720㎖ 12本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚の梅酒720㎖×12本

商品番号 5723-0042

鍛高譚
1800㎖ 6本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚1800㎖×6本

商品番号 5723-0026

鍛高譚の梅酒
1800㎖ 6本セット
●合同酒精（株） 
●鍛高譚の梅酒1800㎖×6本

商品番号 5723-0044

鍛高譚
720㎖ 12本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚720㎖×12本

商品番号 5723-0025

鍛高譚・鍛高譚の梅酒
720㎖ 12本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚720㎖×6本、鍛高譚の梅酒720㎖
×6本 計12本

商品番号 5723-0043

鍛高譚・鍛高譚の梅酒
1800㎖ 6本セット
●合同酒精（株） ●鍛高譚1800㎖×3本、鍛高譚の梅酒1800
㎖×3本 計6本

商品番号 5723-0045
透明な鍛高譚の梅酒
500㎖ 12本セット
●合同酒精（株） 
●透明な鍛高譚の梅酒500㎖×12本

商品番号 5723-0065 鍛高譚の梅酒・
透明な鍛高譚の梅酒 
500㎖ 12本セット
●合同酒精（株） ●透明な鍛高譚の梅酒500㎖×6本、鍛高譚
の梅酒500㎖×6本 計12本

商品番号 5723-0068

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者の申し受けはいたしておりません。
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商品番号 5723-0101

鍛高譚
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