
ふるさと納税 感謝特典制度のご案内

カタログ有効期限／2017年12月末　カタログコード5863

カタログ以外にも魅力の品を取り揃えた、ホームページもご覧ください。
https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/01662

ふるさと納税 
お礼の品カタログ

注意事項
●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後2週間〜１ヶ月でのお届けを予定しております。 ●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。 
●お申込み後の「お礼の品」の変更は出来ませんので、ご了承ください。 ●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。 ●商品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、メーカーや施設の都合など、やむを得ない事情
により内容変更や取扱いを中止する場合がございます。 ●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

ふるさと納税全般に関する
お問合せ先

お礼の品発送に関する
お問合せ先

厚岸町役場　総務課総務係　
TEL.0153-52-3131  FAX.0153-52-3138  メールアドレス furusato@akkeshi-town.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　休日：土日祝日・12/29〜1/3）

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税サイトから
のお申込み、または申
込書をお送りください。

ご希望の入金方法を
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
申告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。
但し年間5自治体以内に限ります。

※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）

厚岸町外から1万円以上のご寄附をいただいた皆様に。
寄附金額の範囲に応じて、下記のパターンより一つお選びできます。

【寄附金額 10,000円〜 20,000円未満の方】… ①Aコース×1商品
【寄附金額 20,000円〜 30,000円未満の方】… ①Aコース×2商品、②Bコース×1商品
【寄附金額 30,000円〜 50,000円未満の方】… ①Aコース×3商品、②Aコース×1商品＋Bコース×1商品、③Cコース×1商品
【寄附金額 50,000円〜100,000円未満の方】… ①Aコース×5商品、②Aコース×1商品＋Bコース×2商品 
    ③Bコース×1商品＋Cコース×1商品、④Dコース×1商品
　　　　　  【寄附金額100,000円以上の方】… ①Aコース×1商品、Bコース×2商品、Dコース×1商品
    ②Aコース×3商品＋Bコース×1商品＋Dコース×1商品、③Eコース×1商品

北海道 厚岸町北海道 厚岸町

入金方法
ホームページ「ふるさとチョイス」からお申込み後、Yahoo!公金支払いの決済画面
からご決済をお願いいたします。（この場合、申込みもサイト上で完了します。）

払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から起算して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。

北洋銀行　厚岸支店 （普通） ［口座番号］ 0187111  ［口座名］ 厚岸町会計管理者
アッケシチョウカイケイカンリシャ　※寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。

〈送り先〉 〒088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地　
厚岸町役場　総務課総務係　宛

厚岸町役場　２階　総務課総務係　窓口にてお支払いください。

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。

手数料はご負担ください。

―

ふるさと納税の使いみち 申込書に寄附金の使途を選択してください。

⑤環境対策に関する事業

①保健福祉の向上に関する事業

⑥教育振興に関する事業

②防災対策に関する事業

⑦指定しない（厚岸町の発展のために町長が必要と認める事業）

③地域産業の振興に関する事業 ④観光振興に関する事業
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　厚岸町は北海道の南東部に位置し、南は厚
岸湾が深く進入して厚岸湖を抱き太平洋に面し
ており、北部の波状丘陵地帯には広大な酪農
地帯が形成された人口約１万人のまちです。
　東北海道では最も早く開けたところで、松前藩
によるアッケシ場所の開設は寛永年間（1624年
～1643年）とされ、文化永年（1804年）には蝦夷
三官寺の一つとして国泰寺が開設されるなど、
東北海道開拓の玄関として、また、道東文化発
祥の地として長い歴史を誇っています。
　昭和30年には厚岸道立自然公園の指定を
受け、平成５年には厚岸湖・別寒辺牛川湿原が
ラムサール条約に登録されるなど、豊かな自然環
境に恵まれており、それらの豊富な地域資源を生
かし、様 な々特産品を生産しています。
　国内で唯一年中出荷できるシングルシードカ
キ「カキえもん」をはじめとする貝ブランド「えもんシ
リーズ」や、味と鮮度を誇る「大黒さんま」などの
「大黒シリーズ」は、厚岸町のブランドとして全
国的に高い評価を得ています。

　また、カキやサンマのほかにもアサリ、ホタテ、ホッ
キ、サケ・マス、カレイ、シシャモ、毛がに、花咲がに、
昆布など四季を通して40種類以上もの魚介類
が水揚げされ、一年を通じていつでも旬の海の
幸を堪能することができます。
　夏季は濃霧に覆われることが多いですが、沖
で発生するこの霧は、海の豊富なミネラル分を牧
場に運んできてくれます。このミネラル分を摂取した
牛の牛乳は濃厚な旨みが特徴です。
　この他にもチーズやしいたけなど海だけではなく
山の幸も味わうことができます。
　この恵まれた自然環境から生まれた厚岸町の
海山の幸をご賞味ください。
　また、この機会にぜひ自然豊かな厚岸町へ足
をお運びくださいますようお願いいたします。

あっけし桜・牡蠣まつり	 5月中旬～（9日間）
あっけしあやめまつり	 6月下旬～（9日間）
あっけし港まつり	 7月上旬～（１日間）
あっけし夏まつり	 7月上旬～（2日間）
あっけし牡蠣まつり	 10月上旬～（10日間）

北海道厚岸町へご寄附をいただいた
皆さまに感謝を込めて贈ります。

※お届け前にご案内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。
※生ものにつき、到着後すぐにお召し上がりください。

殻に深みがあり、あふれんばかりの身
が詰まっていて、貝柱も大きく、その
芳醇なカキの風味と甘さは絶品！

国内初のシングルシード方式による養殖技術で、厚岸生
まれのカキ種を一粒一粒育てた生粋の厚岸カキです。

純厚岸産牡蠣「カキ
えもん」は、生まれも育
ちも厚岸で手間暇か
けてつくられた濃厚な
味わいです。ぜひ、生
食にてお召し上がりく
ださい。

厚岸の牡蠣は厚
岸 湖・厚 岸 湾の
淡水・海水が混ざ
り合う汽 水 湖で
育ちます。一年中

「生食」として出
荷できる産地とし
ても多く知られて
います。

殻付きのままバケ
ツに入れ、ご自宅に
ある日本酒を振りか
けて木製のふたを
し、じっくり10分～
15分ほど蒸らすと、
香りのいいジュー
シーな蒸し牡蠣が
出来上がります。

新鮮で栄養満点な厚岸産カキを火にか
けるだけで簡単に蒸し焼きにできます。も
ちろん牡蠣は生食可能です！

北海道厚岸名産の『かき』は徹底した品質管理によ
り、全国で唯一通年生食可能です！豊かな自然の恵
みいっぱいのおいしい『かき』をご堪能ください。便
利なカキナイフ付きです。

厚岸産 殻かきL20個セット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●厚岸産殻かきLサイズ×20個、
カキナイフ×1本 ※賞味期間：5日目安

商品番号 5863-0001 冷蔵

厚岸産 ブランドかき『カキえもん』 
LLサイズ12個セット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●厚岸産殻かき（カキえもん）LLサ
イズ×12個、カキナイフ×1本 ●出荷時期：12月上旬～7月下旬 
●出荷不可期間：8月～11月末、12月中旬～翌年1月中旬 
※賞味期間（目安）：到着から3日

商品番号 5863-0027 冷蔵

厚岸産ブランドかき『カキえもん』 
Lサイズ15個セット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●厚岸産殻かき（カキえもん）Lサイ
ズ×15個、カキナイフ×1本 ●出荷時期：12月上旬～8月下旬 
●出荷不可期間：8月下旬～11月末、12月中旬～翌年1月中旬 
※賞味期間（目安）：到着から3日

商品番号 5863-0034 冷蔵

厚岸産牡蠣「カキえもん」Lサイズ
●株式会社厚岸味覚ターミナル ●厚岸産殻かきLサイズ×12個 
●出荷時期：12月上旬～8月下旬 ●出荷不可時期：8月下旬～11月下旬、12月中旬～1月中旬 
※牡蠣の賞味期間（目安）：到着から3日

商品番号 5863-0026 冷蔵

厚岸産殻牡蠣Lサイズ
20個セット
●株式会社厚岸味覚ターミナル ●厚岸産殻牡
蠣Lサイズ×20個、道の駅オリジナル牡蠣剥きナ
イフ×1本 ※賞味期間：5日目安

厚岸産殻牡蠣LLサイズ
15個セット
●株式会社厚岸味覚ターミナル ●厚岸産殻牡
蠣LLサイズ×15個、道の駅オリジナル牡蠣剥きナ
イフ×1本 ※賞味期間：5日目安

商品番号 5863-0029 冷蔵 商品番号 5863-0030 冷蔵

元祖！厚岸バケツ牡蠣セット
●株式会社厚岸味覚ターミナル ●厚岸産殻牡蠣Lサイズ×12個、蒸し牡蠣用バケツ×1個、道の駅
オリジナル牡蠣剥きナイフ×1本、軍手 ※賞味期間：5日目安 

商品番号 5863-0028 冷蔵

【厚岸漁協直売店特製】 
かきガンガン焼Mセット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●厚岸産殻牡蠣Mサ
イズ×20個（軍手、蒸し焼き用缶、カキナイフ、蒸し焼
き説明書 各1点） ※賞味期間（目安）：到着から3日 

商品番号 5863-0040 冷蔵

【厚岸漁協直売店特製】 
かきガンガン焼Lセット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●厚岸産殻牡蠣Lサ
イズ×15個（軍手、蒸し焼き用缶、カキナイフ、蒸し焼
き説明書 各1点） ※賞味期間（目安）：到着から3日 

商品番号 5863-0041 冷蔵

厚
岸
産か
き

冷蔵便にてお届け冷蔵 冷蔵便にてお届け冷蔵

Aコース

1万円以上 の
寄附で貰えるお礼の品

北海道厚岸名産
の『かき』は徹底
した品 質 管 理に
より、全国で唯一
通年生食可能で
す！豊かな自然の
恵みいっぱいの
おいしい『かき』と

『あさり』をご堪能
ください。

厚岸産 かき・あさりセット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●厚岸産殻かきLサイズ×15個、
厚岸産殻あさり中約500g、カキナイフ×1本 
●受付締切：2017年5月下旬 
●出荷時期：2016年9月上旬～2017年6月下旬 
※賞味期間：5日目安

商品番号 5863-0002 冷蔵
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「森高牧場チーズ」毎日放牧し、日光と風を浴びた元
気な牛達の牛乳だけを使用。
牛乳のコクが感じられるまろ
やかな口当たりとクセの少な
い味わいが人気の秘密。ク
リーミーでやさしい食感です。

毎日放牧し、日光と風を浴びた元気な牛達から搾った
「森高特選牛乳」と「バターの
フィナンシェ」、「チーズ」をセット
に創業70年の町の牛乳屋さん
からお届けします。

Aコース 1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品 Aコース 1 万円以上の寄附で貰えるお礼の品

3 4冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵

地元、厚岸産の厚葉昆布を使い作っております。1本
ずつ手間暇をかけて炊いております。全国的にもとて
も珍しい牡蠣（厚岸産）の昆布巻をはじめ、当社取り
扱いの8種類の昆布巻を食べ比べてください。

程よい塩加減で脂乗りバツグンの干物が色々入っ
たセットです！解凍後焼くだけでおいしい干物が食べ
られます。

北海道でも一部でしか漁獲されない『北海しまえび』
を、活きたまま絶妙な塩加減で茹で上げ急速冷凍い
たしました。濃厚な旨みと甘み、プリプリの食感をお
楽しみください！

北海道産　 
冷凍北海しまえび（大）約500g
●厚岸漁業協同組合 直売店 
●北海道産冷凍北海しまえび（大） 約500g

商品番号 5863-0035 冷凍

昆布巻8種類セット
●有限会社 瀬川食品 ●かき昆布巻・にしん巻・ししゃも巻・さけ巻・
ほたて巻・紅鮭巻・たらこ巻・ふき巻 各1本（計8本、1本あたり かき：
約230g、他7種：約180g、長さ約17cm） 

商品番号 5863-0014

特選干物セット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●北海道産開き真ほっけ、アメリカ
産開き縞ほっけ、北海道産柳かれい、北海道産宗八かれい、釧路
産開きさば、アメリカ産ツボダイ 各1枚、国産真いか一夜干し2枚

商品番号 5863-0003 冷凍

北海道で水揚げされた新鮮な秋鮭の卵を独自の製法で味付けしました。イクラの
ぷちぷちの食感をお楽しみください。

北海道産 醤油いくら500g
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●北海道産 醤油いくら500g

商品番号 5863-0038 冷凍

地元、厚岸産の厚葉昆布を使い作っております。1本ず
つ手間暇をかけて炊いております。全国的にもとても珍
しい牡蠣（厚岸産）の昆布巻をはじめ、当社取り扱いの
4種類の昆布巻と昆布佃煮3種類を食べ比べてくださ
い。昆布巻は、お酒の肴に、昆布佃煮は卵かけご飯と
一緒に食べるのがおすすめです。

厚岸磯の恵みセット
●有限会社 瀬川食品 ●昆布巻5本（かき昆布巻・にしん巻・ほた
て巻・紅鮭巻・たらこ巻）、佃煮3個（昆布佃煮甘口・しそ・たらこ） （昆
布巻き1本あたり かき：約230g、他4種類：約180g、長さ約17cm、
昆布佃煮1個あたり約150g） 

商品番号 5863-0016

地元、厚岸産の牡蠣と厚葉昆布を使い作りました。1本
ずつ手間暇をかけて炊いております。全国的にもとても
珍しい牡蠣の昆布巻をぜひお召し上がりください。

商品番号 5863-0013
かき昆布巻3本セット
●有限会社 瀬川食品 ●かき昆布巻3本 化粧箱入り（1本あたり
約230g、長さ約17cm）

旬の時期に水揚げされた新鮮な『毛がに』を活きたまま浜茹でし、鮮度そのままに急
速冷凍いたしました。ジューシーなカニ身、濃厚な毛蟹のミソをお楽しみください。

地元、厚岸産の厚葉昆布を使い作っております。1本
ずつ手間暇をかけて炊いております。全国的にもとて
も珍しい牡蠣・ふき・だいこん（厚岸産）の昆布巻をは
じめ、当社取り扱いの5種類の昆布佃煮を食べ比べ
てください。昆布佃煮は卵かけご飯と一緒に食べるの
がおすすめです。

厚岸産 浜茹で毛がに（特大）約650g
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●厚岸産冷凍浜茹で毛がに 約650g×1尾 
※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る場
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 5863-0037 冷凍

厚岸山と海の幸セット
●有限会社 瀬川食品 ●昆布巻3本（かき昆布巻・だいこん巻・ふ
き巻）、佃煮5個（昆布佃煮甘口・しそ・たらこ・しいたけ・ふき） （昆布
巻き1本あたり かき：約230g、他2種類：約180g、長さ約17cm、昆
布佃煮1個あたり約150g） 

商品番号 5863-0015

道の駅「コンキリエ」のブランド商品「金の牡蠣｣シ
リーズから、醤油と塩を含む道の駅で人気の加工品
セットです。濃厚な牡蠣の旨みをご堪能ください。

道の駅「コンキリエ」 金の牡蠣セット
●株式会社厚岸味覚ターミナル ●オイスターソース230g、金の
牡蠣塩35g、かきの燻製30g、金の牡蠣醤油115㎖、牡蠣のア
ヒージョ140g 各1個 ※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る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 5863-0022

北海道産のおいしい魚卵加工品の詰め合わせです。
（商品補足）『こまい子醤油漬け』は産卵間近の氷下魚
（こまい）の卵を使い、くせが少なく、ごはんに豪快にかけ
ても◎希少な商品です。『汐すじこ』はいくらよりも小ぶ
りながらしっかりとした歯ごたえで、脂ののったまろやかな
口当たりです。『とびっ子』は新鮮なトビウオの卵を醤油
漬けにしました。

魚卵セット★魚卵好きの方必見！
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●辛子明太子バラ約150ｇ、こま
い子醤油漬約150g、たらこ約200ｇ、汐すじこ約200ｇ、とびっこ
75g、めんたい数の子約120g

商品番号 5863-0039 冷凍 森高特選牛乳 
牧場バターのフィナンシェ 
森高牧場チーズ 3種セット
●森高酪農場 ●森高特選牛乳1ℓ×3本、牧場バターのフィナ
ンシェ×3個、森高牧場チーズ125g×3個

商品番号 5863-0018 冷蔵

牧場バターのフィナンシェ
森高牧場チーズ 2種セット
●森高酪農場 ●牧場バターのフィナンシェ×5個、森高牧場
チーズ125g×3個

「牧場バターのフィナンシェ」森高特選牛乳から作っ
たバターとアーモンド粉で焼き上げた風味豊かなお菓
子です。「森高牧場チーズ」牛乳の
コクが感じられるまろやかな口当たり
とクセの少ない味わい、クリーミーで
やさしい食感です。

商品番号 5863-0019 冷蔵

森高牧場チーズ 
 （ゴーダタイプ）5個セット
●森高酪農場 ●森高牧場チーズ125g×5個

商品番号 5863-0020 冷蔵

森高牧場 ミルクソフトクリーム Lサイズ
●森高酪農場 ●ソフトクリームカップ×8個入

ミルクのおいしさそのままに！をモットーに乳製品は森
高特選牛乳だけを使用しました。生ク
リーム不使用なので濃厚な味わいな
のに後味スッキリです。男性にも人
気のソフトクリームをお届けします。

商品番号 5863-0017 冷凍

厚岸産の牡蠣を様々な形で
楽しめる特産品の詰め合わ
せです。

厚岸産牡蠣加工品セットＡ
●株式会社厚岸味覚ターミナル ●オイスターソース230g、かき
塩110g、かきの燻製30g、かきの佃煮120g 牡蠣のアヒージョ
140g 各1個

商品番号 5863-0021

厚岸湾で水揚げされた新鮮なかきを玉ねぎ、にんじんと
じっくり煮込んだカレー
ソースで仕上げたかきカ
レー。スパイシーなスー
プで仕上げたかきスー
プカレー。かきの風味も
とけ込んだカレーです。

かきカレー・かきスープカレー詰合せ
●有限会社 高島食品 ●かきカレー200g×4個、かきスープカレー
300g×3個

商品番号 5863-0012

北海道太平洋沖で秋に獲れた本ししゃもを
一夜干しにしております。コレが本当の「し
しゃも」。本物の味をお召し上がりください。

北海道産 干ししゃも メス40尾
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●ししゃも メス40尾

商品番号 5863-0044 冷凍

北海道産 干ししゃも（オス・メス）40尾
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●ししゃも メス20尾、オス20尾

商品番号 5863-0045 冷凍

※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
　締切る場合がございますので、あらかじめご了承ください。



北海道厚岸名産の『かき』は徹底した品質管理により、全国で唯一通年生食可
能です！豊かな自然の恵みいっぱいのおいしい『かき』に加え、旬に水揚げされた
毛がに・しまえび・時さけを贅沢に味わってください。

北海道厚岸海産品
を3月『毛がに』、5月

『 生時しらず』、7月
『北海しまえび』、9月
『さんま』、12月『厚岸
活貝』と、旬の時期に
お送りいたします。

北 海 道 厚 岸 海 産
品 を 3 月『 毛 が
に』、7月『北海しま
えび 』、9月『さん
ま』、12月『厚岸活
貝』と、旬の時期に
お送りいたします。

旬の時期に水揚げされた新鮮な『毛がに』を活きた
まま浜茹でし、鮮度そのままに急速冷凍いたしまし
た。ジューシーなかに身、濃厚なかにミソをお楽しみく
ださい。

北海道厚岸名産の『かき』は徹底
した品質管理により、全国で唯一
通年生食可能です！豊かな自然の
恵みいっぱいのおいしい『かき』を
ご堪能ください。便利なカキナイフ
付きです！

厚岸産 殻かき 
3L20個・L20個セット
●厚岸漁業協同組合 直売店
●厚岸産殻かき3Lサイズ×20個・Lサイズ×20個（計40個）、カキナイフ×1本 ※賞味期間：5日目安

商品番号 5863-0004 冷蔵

新鮮で栄養満点な厚岸産の牡蠣と、濃厚な旨
みの厚岸産あさりを火にかけるだけで簡単に蒸
し焼きにできるセットです！もちろん牡蠣は生食も
可能です。便利なカキナイフと、蒸し焼きの方法
が書かれた説明書付きです。

厚岸漁協直売店特製 
かき・あさりガンガン焼きセット
●厚岸漁業協同組合 直売店
●厚岸産殻かき3Lサイズ×15個・Lサイズ×15個（計30個）、厚岸産殻あさり中約1kg （軍手、蒸し焼き
用缶、カキナイフ、蒸し焼き説明書 各1点） 
●受付締切：2017年5月下旬
●出荷時期：2016年9月上旬～2017年6月下旬 ※賞味期間：5日目安

商品番号 5863-0007 冷蔵

厚岸で育った自慢の「牡蠣」と
「あさり」に、牡蠣の風味で人
気の「金の牡蠣」シリーズの
醤油と塩、オイスターソース、
牡蠣のアヒージョのセット。

厚岸産牡蠣「マルえもん」殻付きあさりと
「コンキリエ」オリジナルセット

●株式会社厚岸味覚ターミナル ●厚岸産殻かきＬサイズ×30個
（マルえもん、約3kg）、厚岸産殻付きあさり約500ｇ、金の牡蠣醤
油115㎖×1本、金の牡蠣塩35ｇ×1個、オイスターソース230g×1
本、牡蠣のアヒージョ140g×1個 ●受付締切：2017年6月中旬
●出荷時期：2016年9月上旬～2017年6月下旬 ※牡蠣とあさり
の賞味期間（目安）：到着から3日 ※12月中旬～1月中旬の年末年
始は出荷停止期間になります。

商品番号 5863-0023 冷蔵

厚岸自慢の「牡蠣」は口
いっぱいに広がる濃厚な
旨み。道の駅「コンキリ
エ」オリジナルブランド

「金's oyster」金の牡蠣
醤油と金の牡蠣塩はお
刺身、天ぷらなどに最適！

商品番号 5863-0024 冷蔵

厚岸産牡蠣「マルえもん」と 
「コンキリエ」オリジナルセット

●株式会社厚岸味覚ターミナル ●厚岸産殻かきＬＬサイズ×30
個（マルえもん、約4kg）、牡蠣のアヒージョ140ｇ×1個、金の牡蠣
醤油115㎖×1本、金の牡蠣塩35g×1個 ※牡蠣の賞味期間（目
安）：到着から3日 

厚岸で水揚げされた『殻付き牡蠣』と『あさり』のボ
リューム満点セット！殻牡蠣は生食・加熱共に可。あさ
りは砂だし済ですので、そのままお料理に使用するこ
とができます。

商品番号 5863-0043 冷蔵

厚岸産牡蠣「マルえもん」LLサイズ
30個と厚岸産あさり1kgセット
●株式会社厚岸味覚ターミナル ●厚岸産殻かきLLサイズ

（マルえもん、約4kg）×30個、厚岸産殻付きあさり1kg、道
の駅オリジナル牡蠣剥きナイフ×1本 ●出荷時期：9月中旬
～7月中旬 ※牡蠣とあさりの賞味期間（目安）：到着から3日  
※12月中旬～1月中旬の年末年始は出荷停止期間になります。

商品番号 5863-0006 冷凍

厚岸産 冷凍浜茹で毛がに大3尾
●厚岸漁業協同組合 直売店
●厚岸産冷凍浜茹で毛がに約500g×3尾

北海道産の魚卵加工品を詰め合
わせました。人気のいくらなどを詰
め合わせたボリュームたっぷりの
セットです。

いくら・たらこ・明太子・数の子セット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●醤油いくら500g、たらこ約
500g、明太子約500g、味付け数の子約350g

商品番号 5863-0042 冷凍

厚岸町の名物道の駅「コンキリエ」にて人気の加工
品を詰め合わせました。

道の駅人気加工品セット
●株式会社厚岸味覚ターミナル ●かきづくし（菓子詰合せ）、牡
蠣昆布巻、かきの佃煮120g、牡蠣のアヒージョ140g、ラーメン
130g、かきの燻製30g、かき塩110g、オイスターソース230g、牡
蠣スープ200g、パスタソース140g、牡蠣醤油150㎖、牡蠣飯の具
420g 各１個

商品番号 5863-0025

厚岸産 かき・かに・えび・鮭セット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●厚岸産殻かき3Lサイズ×20個、厚岸産冷凍毛がに約500g×1尾、厚
岸産冷凍浜茹で北海しまえび大約500g×1パック、甘汐時鮭切身セット×半身分（約1kg） 
※賞味期間：5日目安 ※お届け前にご案内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。 ※生ものにつき、到着後すぐにお召し上がりください。

厚岸旬のふるさとセット② 年5回お届け
【3月中旬頃】厚岸産浜茹で大黒毛がに約800g×1尾
【5月中旬頃】厚岸近海産生時しらず約2kg（切身）×1尾分
【7月中旬頃】厚岸産浜茹で大黒しまえび約300g×1パック（漁の都合上、順次出荷のみ）
【9月中旬頃】厚岸産刺身用鮮さんま特大×10尾
【12月中旬頃】厚岸産殻かき3Lサイズ×15個、殻付ほっき大×3個、殻付ほたて大×3枚、殻あさり大約500g 
※寄附金のご入金確認の翌月以降、初回発送から計5回のお届けとなります。 
※7月お届けの大黒しまえびはお届け曜日の希望を承りかねますので、予めご了承のほどお願いします。

厚岸旬のふるさとセット① 年4回お届け
【3月中旬頃】厚岸産浜茹で毛がに約500g×2尾
【7月中旬頃】厚岸産浜茹で北海しまえび中約500g×1パック
【9月中旬頃】厚岸産刺身用鮮さんま大×10尾
【12月中旬頃】厚岸産殻かき3Lサイズ×10個、殻付ほっき中×3個、殻付ほたて中×3枚、殻あさり中約500g
※寄附金のご入金確認の翌月以降、初回発送から計4回のお届けとなります。

商品番号 5863-0010 冷蔵

商品番号 5863-0011 冷蔵

毛がに・花咲がに・たらばがにを一度に味わえる豪華なセットです！

毛がに・花咲がに・たらばがにセット
●厚岸漁業協同組合 直売店 ●厚岸産冷凍浜茹で毛がに約500g×1尾、冷凍花咲がに約1kg×1
尾、冷凍たらばがに約800g×1肩

商品番号 5863-0008 冷凍

商品番号 5863-0009 冷蔵

6冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵

Dコース

5万円以上 の
寄附で貰えるお礼の品

Eコース

10万円以上 の
寄附で貰えるお礼の品

Cコース

3万円以上 の
寄附で貰えるお礼の品

Bコース

2万円以上 の
寄附で貰えるお礼の品

厚
岸
産か
き

※お届け前にご案内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。※牡蠣とあさりは生ものにつき、到着後すぐにお召し上がりください。
●厚岸漁業協同組合 直売店 ※お届け前にご案内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。 ※生ものにつき、到着後すぐにお召し上がりください。※賞味期間：5日目安
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別記様式（第５条関係）

以下のとおり、寄附をしたいので申し込みます。

（本申込書は、郵送、ファックスまたはメールでお送りください。なお、ホームページから申し込みすることもできますので、ご活用ください。）

都道 区市

府県 郡

都道 区市

府県 郡 ＜お問合せ先＞

■ふるさと納税全般に関するお問合せ先 ■お礼の品発送に関するお問合せ先

厚岸町役場　総務課総務係 ふるさと納税商品お問合せセンター

TEL：0153-52-3131　FAX：0153-52-3138 TEL：0120-977-050（受付時間：9:30～18:00）

メールアドレス：furusato@akkeshi-town.jp 休日：土日祝日・12/29～1/3

▼ 厚岸町へのご意見・メッセージがございましたらご記入ください。

◆金額合計が寄附金額を超えていないか確認ください。　⇒ お礼の品コース金額合計 円

ご注意

※ お礼の品は、ご入金確認後、約2週間～1か月ほどでお届けとなり、お届け希望日時を指定することはできません。
※ 季節や時期によりお手配にお時間がかかる場合がございます。

万が一、品切等によりお手配できない場合はご連絡いたします。
※ 制度改正等によりお礼の品の進呈を中止する場合はホームページ等でお知らせしますので、事前にご確認ください。

▼アンケート ※ 該当する箇所にチェックをお願い致します。

ふるさと納税の
動機

＊一つお選び
ください

性     別

年     代

□ 　90 代～

□ 50 代 □ その他（ ）

□ 40 代 □ 税控除ができるから

20 代

4 No － 円コース

5 No － 円コース

2 円コース

3 No － 円コース

－

お礼の品番号 お礼の品 お礼の品コース金額

1 No － 円コース

お礼の品情報 （2枚目）　

寄附者氏名 電話
番号

▼ お礼の品情報   ※ 10,000円以上のご寄附をいただきました方は、以下のうちからいずれかお選びください。

お礼の品
選択方法

〇寄附金額の範囲に応じて、下記のパターンより一つお選びできます。

 <お礼の品コース選択>
　【寄附金額 10,000円～  20,000円未満の方】…①Aコース×1商品
　【寄附金額 20,000円～  30,000円未満の方】…①Aコース×2商品、 ②Bコース×1商品
　【寄附金額 30,000円～  50,000円未満の方】…①Aコース×3商品、 ②Aコース×1商品＋Bコース×1商品

③Cコース×1商品
　【寄附金額 50,000円～ 100,000円未満の方】…①Aコース×5商品、②Aコース×1商品＋Bコース×2商品

③Bコース×1商品＋Cコース×1商品、  ④Dコース×1商品
　【寄附金額100,000円以上の方】…①Aコース×1商品、Bコース×2商品、Dコース×1商品

②Aコース×3商品＋Bコース×1商品＋Dコース×1商品、 ③Eコース×1商品

辞退 □ お礼の品を辞退する　　　※ お受取をご希望されない方のみチェックをご記入ください。

※ クレジットカードでご入金の場合は、ホームページ ｢ふるさとチョイス｣ からお申込後、
Ｙahoo！公金支払の決済画面からご決済をお願いいたします。（この場合、申込みもサイト上で完了します。）

使 途
（一つお
選びくだ

さい）

□  指定しない（厚岸町の発展のために町長が必要と認める事業） □  観光振興に関する事業

□  保健福祉の向上に関する事業 □  環境対策に関する事業

□  防災対策に関する事業 □  教育振興に関する事業

□  地域産業の振興に関する事業

支払
方法

□ 払込取扱票
※ 払込取扱票（郵便局専用）は、申込日から起算して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。上記寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。
手数料無料

銀行振込
　北洋銀行　厚岸支店　（普通）　[口座番号] 0187111　　[口座名] 厚岸町会計管理者

アッケシチョウカイケイカンリシャ ※上記寄附者情報に記載のお名前でお振込みをお願いします。 
手数料は

ご負担ください

□ 現金書留
　＜送り先＞
〒088-1192

北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地　厚岸町役場　総務課総務係　宛
手数料は

ご負担ください

□ 自治体窓口 　厚岸町役場　２階　総務課総務係　窓口にてお支払いください。

□

E-mail

ワンストップ
特例申請書

▼ 寄附・使途情報

金額 円
※ 10,000円以上ご寄附をされた町外在住の方に

寄附金額に応じてお礼の品を進呈します。
※ 寄附は、年度内に何回でもご利用いただけます。

□ 希望する □ 希望しない □男 　□女
生年
月日

明・大
昭・平

年　　　月　　　日
※給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定

申告をせずに寄附金控除を受ける申請です。
ただし、年間５団体以内の寄附の場合に限ります。

▼ お届け先情報 ※ 寄附者情報と異なる場合のみご記入ください。

ﾌﾘｶﾞﾅ 電
話
番
号

氏名

住所

〒 -

□ 70 代 □

□ 30 代 □ 80 代 □ 友人がいるまたは紹介を受けたから 

□ 厚岸町の活動に賛同したから

□ 10 代 □ 60 代 □ お礼の品が魅力的だから

□ 厚岸町出身 □ 厚岸町以外の出身 □ 厚岸町が好きだから

□ 男    性 □ 女    性 □ 出身地または以前住んだことがある

北海道厚岸町ふるさと納税申込書 （1枚目）

厚岸町長　  　　様 申込日：平成　 　 　年　 　 　月　　  　日

自治体CD：016624

※厚岸町内在住者につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。

ご出身地

▼ 寄附者情報
※個人情報の取り扱いについて

寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用する
ものではありません。

No

ﾌﾘｶﾞﾅ 電
話
番
号

氏名

住所

〒 -

キ

リ

ト

リ


