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ふるさと応援寄附金
お礼の品カタログに
関するお問い合わせ

JTBふるぽ（ふるさと納税）コールセンター

10 時～17 時　年中無休（1/1～1/3 を除く）
☎0570-002-631（代表）

北海道豊浦町
ふるさと応援寄附金 
お礼の品ホームページ カタログ掲載以外のお礼の品に関しましては

ふるぽのホームページをご確認くださいませ。

ふるぽ 検索

北海道

カタログ有効期限2018年10月31日まで
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豊浦町の観光

　豊浦町は、「海の青」、「山の緑」、「太陽の光」、この風光明媚なボルガノベイ（噴火湾）に面した町です。

この北の大自然を大切に、先人たちは多くの汗を流しながら、豊かな町づくりに努力を重ねてきて現在の豊

浦町があり、私たちは、この流した汗にまた一汗一汗適応した施策を推し進め、次世代に受け継いでいか

なければならないと考えています。

　本町は従前より第一次産業において、大きく成長をしており、代表的な特産物としては、「いちご」「豚肉」「ホ

タテ」など、農業及び水産業が盛んであります。加えて現在では、地場産品を生かした６次産業化や観光

事業などにも力を注ぎ人口減少対策や地域活性化のための様 な々施策を実施しております。

　さらには、水や空気のおいしさを大切に、自然と共有しながら、ここに住む人々の生活と心を育みながら

「住んで良いまち」、「住みたいまち」、「行って見たいまち」、「小さくとも活力あるまち」づくりのため、新しい

歩みをはじめています。未来ある豊浦町の取り組みにご賛同いただき、皆様のあたたかい応援をお願いい

たします。

　豊浦町は冷涼な北海道にあって比較的気候が温暖な胆
い ぶ り

振管内の

西端に位置しています。噴火湾（内浦湾）に面して大きく南に開けた海岸線は

まぶしく陽光にきらめき、巨岩や断崖が変化に富んだダイナミックな景観を

つくり出しています。JR 室蘭本線、国道 37 号、北海道縦貫自動車道が通る交通の

要衝で、室蘭市からは車で 1 時間、札幌市から2 時間の圏内にあります。

　対岸に秀峰駒ヶ岳と渡島連山、北に蝦夷富士の異名を持つ羊蹄山やニセコ連山を

眺望する風光明媚な豊浦の風景と、背後を田園と緑深い森に囲まれた豊かな自然環境は、

訪れる人の心をなごませ、リフレッシュしてくれます。

　豊浦を代表する特産物、新鮮ないちごとおいしい豚肉。６月

上旬に開催されるいちご豚肉まつりは、豊かな自然の恵みへの

感謝の心とおいしさがはじける、豊浦の夏のオープニングイベン

トです。特産の農水産物即売のほか、マーチングバンドや吹奏

楽の演奏などが披露されるなど、楽しいアトラクションもいっぱ

いです。豚肉は会場内でコンロを借りて、家族や職場仲間とバー

ベキューで楽しむこともできます。

　日本一の秘境駅「小幌駅」の、冬の楽しみ

方。ガイドと一緒に、スノーシューを履いて、

文太郎浜をめざします。目の前に広がる青い

海と、雪で覆われた山々。感動の絶景が待っ

ています。

　豊浦の冬の風物詩でもある、チカ釣り体

験。寒さをこらえて、自分で釣ったチカは天ぷ

らにして召し上がることができ、美味しさもひ

としおです。

　豊浦を代表する海の幸といえば「ホタテ」。

ホタテ漁業について学び、ホタテ釣りを楽し

み、自分でホタテを剥いて、刺身や炭火焼き

などでおいしくホタテをいただけます。

豊浦町長　　　　
村井 洋一

①日本一の秘境駅「小幌駅」の存続応援基金

②第一次産業の振興、生活環境の整備、健康及び生きがいづくり
　福祉の推進に関する事業

③教育、文化及びスポーツの振興に関する事業

寄附金の使途

いちご豚肉まつり

冬の体験プログラム

豊浦町
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80 年以上の歴史を誇るブランド品の豊浦いちご。
品種は甘みと酸味のバランスの取れた「けんたろう」です。

『噴火湾ホタテ養殖発祥の地』礼文華のホ
タテは、自然豊かな大地の恵み、良質なプ
ランクトンが大変豊富な最高の漁場で育
ち、濃厚な甘みが特徴です。剥き方・料理レ
シピ、剥きヘラ付

豊浦町は噴火湾ホタテ養殖発祥の地です。豊浦町の特産品でもあるホタ
テは栄養豊富な噴火湾内で養殖されていますので、砂抜きの必要もなく、剥
いてすぐに召し上がれます。こちらの２年貝は特に実がプリッとしており、甘味が
あるという特徴があります。朝水揚げされたばかりのホタテをその日のうちに発
送いたします。

豊浦産のSPF 豚は、衛生的に高いレベルで飼育され、安全・安心です。肉のきめが細かく肉質がやわらかい特徴があります。
匂いやクセが無く、適度な脂質がもたらすジューシーさが、焼肉や豚丼など際立った美味しさを引き出します。
商品の発送は２～３週間程度かかる場合がございますので、ご了承ください。

豊浦いちごを使用した、香り・酸味・甘みの調和のとれたフルーティー
な甘口ワインです。 アルコール度数が低めで、お酒の弱い方でも
おいしくいただけますので、女性に好評です。

「豊浦S.W.FABRIK」のハム・ソーセージは、本場ドイツで修業し
た職人が本場と同じスタイルで道の駅「とようら」内の工場で製造
されています。国際ハムソーセージコンテストでの金賞をはじめ、多
くの権威ある賞を受賞しています。

豊浦町の特産品の豚肉（SPF 豚）、ホタテ貝
やソーセージのセットです。
是非皆さんでお楽しみください。

ハム詰合せセット（A）
申込番号 E039 交換ポイント 75ポイント

○スモークチキン、粗挽きソーセージ、バジル・トマ
ト入りソーセージ、ハムスライス等のうち5 〜6 品
程度※商品の内容は変更する場合がございます。

事業者／道の駅「とようら」10142-83-1010

とようらポーク1.5㎏
［スライス］

○1.5㎏
事業者／道の駅「とようら」 
10142-83-1010

申込番号 E036 交換ポイント 75ポイント

とようらポーク1.5㎏
［ロースとんかつ用］

○1.5㎏
事業者／道の駅「とようら」 
10142-83-1010

申込番号 E037 交換ポイント 75ポイント

とようらポーク1.5㎏
［ロースしゃぶしゃぶ用］

○1.5㎏
事業者／道の駅「とようら」 
10142-83-1010

申込番号 E038 交換ポイント 75ポイント

豊浦いちごワインセット
○3 本（1 本720ml）
事業者／勝木商店　10142-83-2104

申込番号 K002 交換ポイント 65ポイント

300セット
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豊浦産いちご
申込番号 A003 交換ポイント 65ポイント

○1 粒30g 前後 12 粒入り 2 パック

事業者／JA とうや湖 10142-87-2033
配送期間：2018年5月1日〜2018年5月31日

BBQ セット
申込番号 E012 交換ポイント 190ポイント

○豊浦産豚肉（SPF 豚）ロース 1.5㎏ ・豊浦産
豚肉（SPF 豚）モモ 1.5㎏ ・ホタテ貝（片貝5 枚
入） 2 個 ・ホタテ串（3 個入） 4 本 ・ぐるぐるソー
セージ 5 個 （全て冷凍）

事業者／道の駅「とようら」10142-83-1010
配送期間：2018年4月1日〜2018年10月31日

『礼文華活ホタテ』2 年貝
申込番号 C007 交換ポイント 60ポイント

○2 年貝 3kg（21 枚〜27 枚前後）
事業者／株式会社 Souplesse 1011-372-2847
配送期間：2017年11月20日〜2018年2月28日

2017/11/1~
2018/5/25

~2018/2/15

豊浦産活ホタテ２㎏
（ほたてむきヘラ付）

申込番号 E019 交換ポイント 50ポイント

○約2㎏（12 枚前後）

事業者／道の駅「とようら」10142-83-1010
配送期間：2017年12月15日〜2018年3月31日

（※12月21日以降の注文分につきましては、
2018年1月6日からの発送となります。）

2017/11/1~
2018/2/28

2017/11/1~
2018/9/15

※離島は配達除外地域になります。
※着日指定をして頂くことも可能ですが、天
候により発送が遅れる場合があり、ご希望に
添えない場合があります、ご了承下さい。
※日曜、祝祭日の発送は承っておりません。
不在等で受け取れない日がある場合は、事
前にご連絡ください。

※ウロ（黒い部分）は外してお召
し上がりください。※発送日より３
日以上経過したものは加熱調理
をしてお召し上がりください。※沖
縄県は配達除外地域となります。

【取扱時期12 月〜3 月】

とようら
ポーク

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。酒類は20歳未満の方はお申し込みになれません。
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カドワキ牛ローススライス 
（約３００g）

申込番号 H001 交換ポイント 65ポイント

○約300g（多少の前後がございます）

事業者／有限会社三重カドワキ牧場 
1059-339-0454

カドワキ 牛 モ モスライス 
（約１２００g）

申込番号 H004 交換ポイント 190ポイント

○約1200g（多少の前後がございます）

事業者／有限会社三重カドワキ牧場 
1059-339-0454

カドワキ 牛 モ モスライス 
（約４００g）

申込番号 H002 交換ポイント 65ポイント

○約400g（多少の前後がございます）

事業者／有限会社三重カドワキ牧場 
1059-339-0454

カドワキ牛サーロインステーキ
（約１６０g×４枚）

申込番号 H005 交換ポイント 190ポイント

○約160g ×4（多少の前後がございます）

事業者／有限会社三重カドワキ牧場 
1059-339-0454

カドワキ牛ロース・モモスライス
詰合せ（約３５０g）

申込番号 H006 交換ポイント 65ポイント

○約350g（多少の前後がございます）

事業者／有限会社三重カドワキ牧場 
1059-339-0454

カドワキ牛ローススライス 
（約１０００g）

申込番号 H003 交換ポイント 190ポイント

○約1000g（多少の前後がございます）

事業者／有限会社三重カドワキ牧場 
1059-339-0454

エコファーマー認定農場
「恵みや」　豊浦産  
雪化粧かぼちゃ 約10kg

申込番号 E041 交換ポイント 75ポイント

○約10kg

事業者／道の駅「とようら」
10142-83-1010

エコファーマー認定農場
「恵みや」　豊浦産  
味平かぼちゃ 約10kg

申込番号 E042 交換ポイント 75ポイント

○約10kg

事業者／道の駅「とようら」
10142-83-1010

2017/11/1~
2018/4/15

500セット

90セット

500セット

エコファーマー認定農場
「恵みや」　煮豆に最適
紫花豆 約1kg

申込番号 E045 交換ポイント 50ポイント

○約1kg

事業者／道の駅「とようら」
10142-83-1010

50セット

エコファーマー認定農場
「恵みや」　じゃがいも
「キタアカリ」約10kg

申込番号 E043 交換ポイント 75ポイント

○約10kg

事業者／道の駅「とようら」
10142-83-1010

75セット

北海道の広大な大地と牛にとって最高の自然環境の中で飼
育することにより、牛へのストレスを最小限にすることができま
す。また自主採草した牧草と山からの湧水を与え、出荷までの約
１０００日間休むことなく育てることで、良質な脂とキメが細かい
肉質へと仕上がります。

広大な土地と冷涼な気候を活かした農業が行われている北海
道は、じゃがいもやかぼちゃ、お米など、さまざまな農作物におけ
る日本有数の生産地です。北国の澄んだ空気と豊かな自然の
なかで、丹精込めて育てたふるさとの実りをお届けします。

豊浦町の大地の恵み

豊浦町の大地の恵み

品質を追求した、
こだわりの黒毛和牛

北国の自然が育む
ゆたかな実り

To
youra Selection

1
｛ 牛肉 ｝

To
youra Selection

2
｛ 米 ｝

To
youra Selection

3
｛ 野菜 ｝

豊浦町の大岸地区で生産されたなな
つぼしは、つや、粘り、甘みのバランスが
抜群で、冷めても美味しさが長持ちし、
お弁当やお寿司などに人気です。

ななつぼし

申込番号 E704 交換ポイント 70ポイント

○約10kg

事業者／道の駅「とようら」 10142-83-1010
配送期間：2017年11月1日〜2018年4月30日

2017/11/1~
2018/9/30

2017/11/1~
2018/7/31

2017/11/1~
2018/9/30

2017//11/1~
2018/10/31

配送期間：2018年9月1日〜
2018年11月15日

配送期間：2018年8月1日〜
2018年10月20日

配送期間：2018年9月20日〜
2018年12月15日

配送期間：2018年10月20日〜
2018年12月26日

お盆、年末年始などの繁忙期は、商品の入荷状
況により、発送が遅れる場合があります。
※ご注文頂いてから到着まで約1か月ほどお時
間がかかります。
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シャーベットセット
（イチゴ・リンゴ・ブルーベリー）

申込番号 D001 交換ポイント 65ポイント

○3 種各5 本計15 本（1 本50g）
事業者／株式会社 高岡 10143-24-5348

生クリーム大福 10 個入り
申込番号 D002 交換ポイント 60ポイント

○苺4 個・りんご3 個・ブルーベリー3 個（各
75 ｇ）10 個入り

事業者／株式会社 高岡 10143-24-5348

シャーベットセット・ 
生クリーム大福詰合せ

申込番号 D003 交換ポイント 65ポイント

○シャーベット3 種7 本・生クリーム大福 
3 種各2 個セット

事業者／株式会社 高岡 10143-24-5348

パン詰合せセット（A）
申込番号 E014 交換ポイント 75ポイント

○あんぱん、クリームパン、豆パン等25 品程
度の詰合せです。

事業者／道の駅「とようら」10142-83-1010

パン詰合せセット（B）
申込番号 E015 交換ポイント 75ポイント

○イラストの入った大きいメロンパン他、10 品
程度の詰合せです。　

事業者／道の駅「とようら」10142-83-1010

饅頭セット
申込番号 E710 交換ポイント 65ポイント

○まんじゅう12 個（いちご、りんご、かぼちゃ、
よもぎ各3 個）、いちご羊羹1 本

事業者／道の駅「とようら」10142-83-1010

豊浦特産の「いちご」や、地元で採れた
「よもぎ」「かぼちゃ」「りんご」を使用した
ふんわりやさしい味のお饅頭です。

野菜とフルーツがほのかに香る

豊浦町で老舗のパン屋「松月堂」の昔懐かしいパンの詰め合わせです。 
ふわふわでほんのり甘いパン生地。どの種類も、いつ食べてもほっとする味です。

地元で愛されるベーカリーの味

豊浦はカレイ類の好漁場であり、アカガレイは味は
淡白で、煮付けや焼き魚で美味しくいただけます。
水揚げされた日に箱詰めし発送いたします。

アカガレイ2㎏
申込番号 E025 交換ポイント 50ポイント

○約2㎏

事業者／道の駅「とようら」10142-83-1010
配送期間：2月を除く

淡泊で上品な身のうまみ

To
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｛ 菓子 ｝

求肥で生クリームとフルーツ加工品を包み込んだ大福

無添加・無加水・果肉入りのシャーベット

１匹１匹、現役毛ガニ漁師が自分が食べたいと
思うものをお贈りします。

自然解凍してテーブルへ。お刺身でも焼きえびでもOKで
す。アルゼンチン赤エビではなく、日本のボタンエビの味、
お楽しみ下さい。噴火湾産は甘味が強く、自慢の品です。

6 月～7 月にかけて、地元噴火湾内の、とくに全国
No.1 秘境駅でおなじみの小幌駅の前浜で獲れ
た、毛ガニです。

【地元現役漁師が厳選 !!】活・毛ガニ
2 尾（1 尾 300 ～ 400g） 2018 年発送
○300g 〜400g ×2

事業者／ヤマチ噴火湾海の幸研究所 
10142-83-1122

申込番号 L019 交換ポイント 75ポイント

2017/11/1~
2018/6/30

配送期間：2018年6月25日〜2018年7月5日

2017/11/1~
2018/3/31

9 月に獲れた鮭のイクラです。小粒で皮が薄く、口どけ、味なじみが良い絶品で
す。加工が難しく、原料入手も難しい希少品ですが、優しい醤油とみりんの味は、
間違いなくふるさと豊浦の味です。

【優しい醤油とみりんの味 !!】
イクラの瓶詰め（180g× 3 瓶）
○3 瓶（1 瓶180g 入り）
事業者／ヤマチ噴火湾海の幸研究所 10142-83-1122

申込番号 L704 交換ポイント 95ポイント

配送期間：2018年9月15日〜2018年10月30日

2017/11/1~
2018/9/15

※収穫量、禁漁等の都合により、原材料が入手
出来ない場合は、注文をキャンセルさせて頂く場
合がございます。※発送可能日は、2017 年の漁
獲実績に基づいて設定しております。天候の影
響で、収穫時期が前後した場合、発送が早まる、
もしくは遅れる場合がございます。

１匹１匹、現役漁師がおいしそうなのを
セレクトします。

【地元現役漁師が厳選 !!】
鮭の切り身 4 ～ 5 切れ× 3 袋
○3 袋（1 袋に4 〜5 切れの切り身が入っています）

事業者／ヤマチ噴火湾海の幸研究所 
10142-83-1122

申込番号 L714 交換ポイント 50ポイント
※収穫量、禁漁等の都合により、原
材料が入手出来ない場合は、注文
をキャンセルさせて頂く場合がござい
ます。※発送可能日は、2017 年の
漁獲実績に基づいて設定しておりま
す。天候の影響で、収穫時期が前後
した場合、発送が早まる、もしくは遅
れる場合がございます。

To
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※お刺身用ではございませんので、加
熱調理をしてお召し上がりください。※
２月中は禁漁期間につき水揚げがご
ざいませんのでご了承ください。※沖
縄県は配達除外地域となります。

【地元現役漁師が厳選 !!】冷凍ボタン
エビ 800g 2018 年 3 月発送
○400g ×2

事業者／ヤマチ噴火湾海の幸研究所 
10142-83-1122

申込番号 L707 交換ポイント 80ポイント

配送期間：2018年3月1日〜2018年4月30日

※収穫量、禁漁等の都合により、原材料が入手出来ない場合
は、注文をキャンセルさせて頂く場合がございます。※発送可能日
は、2017 年の漁獲実績に基づいて設定しております。天候の
影響で、収穫時期が前後した場合、発送が早まる、もしくは遅れ
る場合がございます。

※生食不可です。必ず加熱して調理して下さい。※発送可能日は、
2017 年の漁獲実績に基づいて設定しております。天候の影響で、
収穫時期が前後した場合、発送が早まる、もしくは遅れる場合がござ
います。※本商品は、毛ガニを、おがくずで梱包し、生きたまま発送しま
す。その為、お届け日に確実に商品を受け取って頂く必要がございま
す。※離島（沖縄・小笠原諸島など）への発送は出来ません。該当
する地域からの場合、商品を別のものに代えさせて頂きます。

To
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｛ 海老 ｝

申込番号 L713 交換ポイント 75ポイント

※掲載しているセット内容は、季節や収穫量等の都合
により、内容変更または同類相当の商品に変更とな
る場合があります。予めご了承ください。

【地元現役漁師が厳選 !!】
ボイル・毛ガニ 2 尾

（1 尾 300 ～ 400g）
○300g 〜400g ×2

事業者／ヤマチ噴火湾海の幸研究所 
10142-83-1122

2017/11/1~
2018/9/15

配送期間：2018年9月15日〜2018年10月30日



9
※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多
少遅れる場合があります。予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品
詳細に関しては豊浦町ふるさと応援寄附お礼の品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。

10
※掲載しているセット内容は、季節等の都合により内容変更または同類相当の商品に変更となる場合があります。予めご了承ください。※中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、お届けが多
少遅れる場合があります。予めご了承ください。※写真はすべてイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。※商品はなくなり次第終了とさせて頂きます。※賞味期限等商品
詳細に関しては豊浦町ふるさと応援寄附お礼の品ホームページhttp://furu-po.com/ をご覧下さい。

北海道豊浦町で開催するTOYOURAホタテ釣りを、豊浦町内温泉施設
「天然豊浦温泉しおさい」にて体験いただけます。
温泉施設利用（入浴等）については別途しおさい入館料がかかります。

TOYOURA ホタテ釣り

http://toyoura-kankou.com/index.php?wsc_top

日本一の秘境駅小幌写真立て
申込番号 D704 交換ポイント 50ポイント

○200mm ×150mm ×13mm  木製

事業者／株式会社 高岡 10143-24-5348

※ご注文頂いてから１週間〜10 日ほど制作にお時
間がかかります。※プレゼントなどで別途、寄附者様
以外の氏名を印字したい場合は、お申込後0143-
24-5348 にお電話下さい。

フレームに「日本一の秘境駅小幌」「北海道豊
浦町」「製造ナンバー」「寄附者の氏名」を印
字するとともに「小幌駅の風景絵」を用いた木
製の写真立て

オリジナルフォトフレーム

To
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｛ 体験 ｝

天然豊浦温泉しおさい宿泊
補助券（10,000 点分）

申込番号 B001 交換ポイント 135ポイント

○天然豊浦温泉しおさい宿泊補助券
（10,000 点券×1 枚）

事業者／天然豊浦温泉しおさい 
10142-83-1126

天然豊浦温泉しおさいプレミアム
プラン宿泊券 1 泊 2 食 1 名様分

申込番号 B002 交換ポイント 195ポイント

○天然豊浦温泉しおさいプレミアムプラン宿泊
券1泊2食付（1名様分）

事業者／天然豊浦温泉しおさい 
10142-83-1126

天
然
豊
浦
温
泉
し
お
さ
い

波
の
し
ら
べ
を
聴
き
な
が
ら
過
ご
す
、贅
沢
な
時
間
。
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100% 源泉かけ流しの天然温泉は、和風と洋風の２つの
タイプに分かれており、8 種類の温泉浴場が楽しめます。
豊浦産の旬の食材を使ったおいしいお食事と、温泉、
素晴らしい景色をご堪能ください。JR 豊浦駅から徒歩10 分

http://shiosai-spa.com/

寄附前に必ず宿泊の空き状況をご確認下さいませ。
お問い合わせ先⇒0142-83-1126
※ご希望の宿泊日に添えない場合がございます。
※宿泊券は換金、転売はできません。
※発券日から２年間

TOYOURAホタテ釣り体験開催
（天然豊浦温泉しおさい）

申込番号 F004 交換ポイント 1,250ポイント

TOYOURA ホタテ釣り体験開催約１時間程度 
※調整可

事業者／TOYOURA 世界ホタテ釣り協会 10142-83-2221
会場は北海道豊浦町となります。会場までの交通・宿泊は別途
寄附者様ご自身にてご用意くださいませ。
※詳しくはホームページをご覧下さい。
※寄附前に必ず空き状況をご確認下さい。

※イメージ

※イメージ

30セット

※写真はイメージになります



お礼の品をお申し込みの前にご確認ください
●掲載しているセット内容は、都合により内容変更または同類相当のお礼の品に変更となる場合があります。予めご了承ください。 ●農産物（生鮮食品）につきましては、天候の影響で収穫量・収穫時期が遅れた場
合、発送が遅れる場合があります。 ●季節によって詰め合わせる野菜が変更される場合があります。 ●季節によってお礼の品の内容が変更になる場合があります。 ●中元歳暮時期は、季節柄大変混み合っており、 
お届けが多少遅れる場合があります。予めご了承ください。 ●写真は全てイメージです。記載内容以外の食材や薬味、容器等は含まれません。 ●お礼の品は無くなり次第終了とさせていただきます。 ●不在等による 
配送日指定のご希望は可能な限り対応致します。

監修／一般社団法人 地域交流推進協議会 420171A

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。 酒類は20歳未満の方はお申し込みになれません。

カムイチャシ史跡 小幌駅

町の風景（山梨地区）しおさいからの夕日

給与収入 独身または共働き 夫婦 または共働きで
子1人（高校生）

共働きで
子1人（大学生）

夫婦＋子1人
（高校生）

共働きで子2人
（大学生と高校生） 

夫婦＋子2人
（大学生と高校生） 

300万円 28,000 19,000 15,000 11,000 7,000 ー

350万円 34,000 26,000 22,000 18,000 13,000 5,000

400万円 42,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000

450万円 52,000 41,000 37,000 33,000 28,000 20,000

500万円 61,000 49,000 44,000 40,000 36,000 28,000

550万円 69,000 60,000 57,000 48,000 44,000 35,000

600万円 77,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000

650万円 97,000 77,000 74,000 68,000 65,000 53,000

700万円 108,000 86,000 83,000 78,000 75,000 66,000

750万円 118,000 109,000 106,000 87,000 84,000 76,000

800万円 129,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000

850万円 140,000 131,000 127,000 121,000 118,000 108,000

900万円 151,000 141,000 138,000 132,000 128,000 119,000

950万円 163,000 154,000 150,000 144,000 141,000 131,000

1000万円 176,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000

1500万円 389,000 377,000 373,000 366,000 361,000 350,000

2000万円 564,000 552,000 548,000 540,000 536,000 524,000

全額※控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安 ※2,000円を除く

※自治体ごとにポイント表記が異なります

お礼の品に関する問い合わせ先

お礼の品が配送される時期

お礼の品の申込番号

お礼の品の交換ポイント数

※「ふるさと納税」は、年内の寄附分を翌年度の住民税から控除するものです。そのため年内の所得がいくらになるかわからない場合は、上限額はあくまでも目安です。年収に変動がある方は注意が必要です。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」は、寄附金控除額の計算（シュミレーション）もできます。あくまで目安であり、具体的な計算は、お住まい（ふるさと納税翌年1月1日時点）の市区町村にお尋ねください。

（単位：円）

カタログの見方

申し込み期限や配送期限が設けられている
お礼の品です（期間内のみ申し込み可）

受付数量が設けられている
お礼の品です

お礼の品の配送状態です
（常温・冷蔵・冷凍）

インターネットでの
お申し込み限定です

2017/10/1~
2018/4/30

北海道豊浦町 ポイント換算表

例）完熟みかん
○内容：完熟みかん5kg（M またはLサイズ）
事業者：みかん農園  ☎0000-00-0000
配送期間：8 月下旬〜12 月下旬

申込番号 MP00 交換ポイント 50ポイント

寄附額 贈呈ポイント

10,000 円以上 50 ポイント

11,000 円以上 55 ポイント

12,000 円以上 60 ポイント

13,000 円以上 65 ポイント

14,000 円以上 70 ポイント

ーーーーーー ーーーーーー

20,000 円以上 100 ポイント

ーーーーーー ーーーーーー

50,000 円以上 250 ポイント

100,000 円以上 500 ポイント

10,000 円以上1,000円毎に
5ポイント贈呈

「ポイント有効期限とは、ご寄附
いただいた際に付与されるポイン
トの有効期限です。ポイント交換
後のお礼の品（サ－ビス、ク－ポ
ン等）で定められたご利用期間、
消費期限とは異なりますのでご
了承ください。」

ポイント有効期限（2年）

7529020 

* 7 5 2 9 0 2 0 * 
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