
北海道南富良野町
ふるさと納税返礼品カタログ
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＝南富良野町の紹介＝

南富良野町は北海道のほぼ中央に位置し、面積は東京都２３区とほぼ同じ６６５㎡を有しそ
の約８割が森林と湖からなる自然豊かな町です。
農業を基幹産業とし、人参やじゃがいもなどの野菜のほか、メロンやスイカなどの果物も数

多く収穫しております。また、かなやま湖をはじめアウトドア観光としてのフィールドに恵ま
れた地域で、夏は空知川を利用したラフティングや湖でのカヌー、冬はカーリングやスノー
シュー、湖上でのわかさぎ釣りなどの通年でアクティビティを楽しむことができ、それらのメ
ニューを提供できる事業者も多く集積しております。
町の中心部には北海道で３番目に登録された道の駅があり、町の特産物の販売やレストラン、

情報発信の拠点として多くの観光客が訪れております。

◆人気スポット◆
～かなやま湖～
夏はキャンプ、冬はワカサギ釣りなど四季を通じて楽しめるかなやま湖。カヌー体験もでき

るほか、ほとりではラベンダー園も整備しており、観光名所のひとつとなっております。

～夏のアクティビティ～
空知川をボートで下るラフティング。春は雪解けの増水、夏は透き通った清流、秋は色とり

どりの紅葉で彩られた渓谷を楽しめます。他にもカヌーやキャニオニング、トレッキングなど
が楽しめガイドの方も多数いますので是非体験してみてください。

～冬のアクティビティ～
山道の中を颯爽と駆け抜ける犬ぞり体験。冬のアクティビティとしてとても人気があります。

他にもカーリングやワカサギ釣り、スノーシューなど様々な体験メニューがあります。また、
町営のスキー場では子どもから大人までスキーやスノーボードが楽しめます。

～映画「ぽっぽや（鉄道員）」ロケ地～
高倉健さん主演映画「ぽっぽや（鉄道員）」のロケ地となった幾寅駅（映画では幌舞駅）。

駅構内には当時のロケセットや小道具が展示しており、全国各地からファンが訪れている人気
スポットです。
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南富良野町のあれこれ

22歳まで医療費無料

福祉に力を入れている南富良野町は保護者が町内に在住で、その世帯に属する子
どもに対する22歳までの医療費を無償化しております。これはすこやかな子どもの
成長と福祉の増進を図る目的で平成23年から全国に先駆けて制定しております。
未来を担う子どもの医療費を無償化し経済的な支援を行うなど、親が安心して育

てられる環境づくりに力を入れています。

幻の魚 イトウの保護条例制定

イトウはサケ科魚類に属する国内最大級の
淡水魚で、大型のものは1ｍ以上にも成長しま
す。
現在は北海道の限られた地域にしか生息し

ておらず、環境省のレッドリストの絶滅危惧
種ＩＢ類（近い将来における野生での絶滅の
危険性が高いもの）に指定されております。
町では豊かな自然の象徴であるイトウが健

全な状態で資源維持していることに多面的な
価値を見出し、これを町民共有の財産として、
生物多様性を保全し次代に継承することでま
ちづくりに寄与することを目的としておりま
す。

平成28年（2016）災害

この年、8月上旬から続いた断続的な雨に加え同22日には台風11号そして全国各
地で大きな被害を出し、その勢力を保ったまま31日に北海道に上陸した台風10号。
南富良野町では29日からの3日間の累計雨量が515ミリを超えるなど、観測史上最
大の記録的な集中豪雨となり町を襲いました。
降雨により増水した空知川の堤防が各所で決壊し中心部の幾寅地区や上流域の

落合地区が大量の水と押し寄せてきた土砂に飲み込まれ、住民は一部孤立状態と
なり、ヘリコプターによる救助も行われるなど未曽有の事態となりましたが、迅
速な避難活動もあり、ひとりの犠牲者も出すことはありませんでした。
復旧に当たっては全国から数多くのボランティアのほか、多くの支援金や支援

物資などのご協力をいただき、今では元の姿に戻っています。
これからは、この災害を教訓に、災害に強い町になるよう防災・減災に向けた

取組を行っております。

【国内最大級の淡水魚 イトウ】

【平成28年災害当時の様子】
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いただいた寄附金は町の発展のため、下記の用途に活用させていただきます。

・地場産業の振興・発展に関する事業
農林業経営の安定化と農産物のブランド化、及び循環する森づくりを進め森林が持つ多

面的な機能の維持・向上を目指します。
また起業支援や新規雇用創出に繋がる取組みを推進します。

・アドベンチャーツーリズムの推進に関する事業
豊かな自然を生かしアウトドア体験をはじめとする特色と魅力ある観光地づくりに取組

みます。また農林業や食と連携した観光事業や新たな観光資源の掘り起こしを推進します。

・保育・子育て支援に関する事業
安心して子どもを産み健やかに育てていくことが出来るよう、保育子育て支援や子育て

環境の充実に向けた取組みを推進します。

・未来を担う若者育成支援に関する事業
次代を担う子ども達の基礎的・基本的な学力や豊かな人間性を養う取組みや、誰もが自

由に学ぶことができる環境づくりを推進します。

寄附の
申込

寄附金
の入金

入金の
確認

寄附金受領証明書
お礼の品受取り

確定
申告

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わない給与所得者等の方が、寄
附先が５自治体以内へ寄附を行う場合に、個人住民税が課税されている市区町村に寄附控
除の申請を寄附先の市区町村が寄附をされた方に代わって行う制度です。
詳しくは、町のホームページでご確認ください。

自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える額について、
一定限度まで所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
寄附控除を受けるには確定申告を行う必要がありますがので、寄附をいただいた方へは、

ご入金後受領証明書を送付いたしますので大切に保管してください。
ただし、確定申告が不要な給与所得者等の方は、ふるさと納税先の自治体数が５団体以

内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要に
なる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

ふるさと納税とは

ふるさと納税ワンストップ特例制度

寄附金の活用方法
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人気の返礼品

No.１-23 エゾ鹿肉ギフトセット（ソーセージ付）

寄附額 10,000円
くせがなく低脂肪、栄養価も高く、高たんぱくなう

え、鉄分が多く含まれている100％天然のエゾシカ肉を、
HACCPを取得した自社工場で手軽に食べられるよう加
工したセットです。
配送：冷蔵

No.１-24 エゾ鹿肉加工品セットＡ
寄附額 10,000円

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉をHACCPを
取得した自社工場で製造、加工しています。柔らか
くてくせがなくあっさりとしたスモークハムとサラ
ミはおつまみとしても、焼くとジューシーなベーコ
ンとソーセージはおかずとしてもお楽しみいただけ
ます。
配送：冷凍

No.２-10 南ふらの産赤肉メロン１．６㎏×２玉
寄附金額 12,000円

夏でも朝と夜の寒暖差が激しい南富良野町で育ったメロンはとても
甘くてジューシーです。一度食べると、また食べたくなる！そんなメ
ロンを是非一度ご賞味ください。
※毎年7月中旬から8月下旬発送
※沖縄・離島への発送不可

No.１-38 にんじんジュース30缶セット
寄附金額 10,000円

北海道富良野管内で栽培された加工専用ではないにんじんを、1
缶に約1.5～2本分使用しているので、人参特有の苦み・エグ味が無
く、飲みやすいのが特徴です。健康に良いと人気の商品です。1日
1缶飲んでみてはいかがですか？
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No.２-19 エゾシカ肉の焼肉セット
寄附額 14,000円

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉のジンギス
カンをHACCPを取得した自社工場で製造しています。
高タンパクで低カロリー、鉄分とミネラルが豊富な
柔らかくてとっても美味しいエゾシカジンギスカン
と、くせがなくあっさりと仕上げたエゾシカ
フランクのセットです。
配送：冷凍

No.２-20 エゾシカ肉のスライス２種食べ
比べお試しセット 寄附額：14,000円
自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉を、HACCP

を取得した自社の施設で処理・加工をしています。
栄養豊富な柔らかくて美味しいエゾシカ肉のモモ肉
とロース肉のスライスをそれぞれ500gずつご用意い
たしました。牛肉や豚肉とお肉と同じようにお召し
上がりいただけます。
配送：冷凍

No.２-２「手しぼり」ミニトマトジュース735g×２本セット

寄附額 11.000円
鳥羽農園のミニトマトジュースは、極力農薬に頼らず丁寧に大事に育て上

げた完熟のミニトマトを、一本一本手作業で無添加、無塩、無加水のジュー
スにしています。この１本でミニトマト約120個分のおいしさがぎゅっ！っ
と詰まっていてとっても甘いです！贈答用にもお使いください。

No.１-32 ふらの大地和牛 焼肉用
寄附額 10,000円

年間出荷頭数70頭と、希少価値の高いふらの大地
和牛を焼肉用にスライスしました。徹底した健康管
理の元、定期的に採血しビタミン値を測定した上で
ビタミンコントロールがされており、出荷５か月前
よりもち米を食べて育ったふらの大地和牛です。

No.１-26 エゾシカ肉を使った愛犬のおやつＡ
寄附金額 10,000円

自然豊かな北海道で育ったエゾシカ肉をHACCPを取得した自社工
場で製造、加工しています。人間が食べても体に良い、安心安全な美
味しい鹿肉を、いろいろなタイプのペット用フードにしました。今ま
でと一味違う、体に良いおやつを大切なペットに是非どうぞ。

※商品は全て令和４年１２月末現在
のものです。金額が変更となってい
る場合や受付終了している場合があ
りますので、ご了承ください。



No.２-14 冷凍果実1.5㎏
（ブルーベリー・カシス・ハスカップ） 寄附額 13,000円
化学肥料や除草剤なども一切使わずに育てた３種類のベ
リーを冷凍でお届けします。ヨーグルトやアイスにのせ
る他、手作りスムージーや、ベリータルトをご自宅で手
作りしてみてはいかがでしょうか♪本物のベリーの味を
ぜひ一度ご賞味ください。
配送：冷凍
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No.１-10 秋野菜詰合せセット10㎏
寄附額 10,000円

南富良野町で採れた秋野菜の詰合せです。セット内
容の基本は、じゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃとなって
おりますが、発送時期によって、その時旬な野菜が入
ることがあります。今まで食べたことのない野菜に出
会えるかも！
※毎年9月から10月中旬まで発送

No.２-50 グリーンアスパラ詰合せ
寄附額 12,000円

グリーンアスパラの詰合せです。南富良野町のアス
パラは甘くてシャキシャキでとてもおいしいです。
たっぷり２kgあるので、シンプルに茹でてそのまま食
べたり、肉巻きにしたり、バターで炒めたり、是非短
い旬の時期に絶品の北海道の味をお召し上がりくださ
い☆
配送：冷蔵
※毎年5月中旬から6月下旬発送
※沖縄・離島へは発送不可

No.2-53 カラフルミニトマトセット3㎏
寄附額 11,000円

南富良野町で育ったたくさんの種類のカラフルなミニ
トマトを詰め合わせセットにしました。甘味が強くて
有名な「アイコ」や、「ブラックチェリー」「ミドリ
ちゃん」等見ているだけで元気になれるたくさんの種
類のミニトマトをお届けします。
配送：冷蔵
※毎年8月中旬から8月下旬発送
※沖縄・離島への配送不可

菓 子

No.１-48 にわとり牧場のプリン ８個セット

寄附額 10,000円
卵黄を使い、北海道の牛乳と生クリームに砂糖、そ

してバニラビーンズによって蒸し焼きにされたプリン
は濃厚でありながらとてもなめらかな食感です。一つ
一つ手書きのにわとりが描かれたビー玉がついた可愛
らしい瓶も人気です。
配送：冷蔵
※沖縄・離島への配送不可

工芸品・雑貨

No.２-29～31 ドライフラワーリース
寄附額 20,000円

南富良野の高原に位置する工房農園で、農薬を使用
せずドライフラワー用に栽培した花を自然乾燥させ、
蔓の土台にアレンジしたナチュラルなリースです。た
くさんの花を使った豪華なオリジナルリースなので、
ギフトにも大変喜ばれています。イエロー・ピンク・
ブルーからお選びいただけます。

No.２-35 木のおもちゃ「クルクルサンカー」

寄附額 23,000円
GOOD TOY AWARD 2010「林野庁長官賞」受賞！

紐を引っぱると両側の円盤がカチカチと音色をたてな
がら回る木のおもちゃ。南富良野町の森の中にあるス
タジオノートで、手触りも良く、カバ材の温もりを感
じられます。出産祝いや、お孫さんへのプレゼントに
も人気となっております。

フルーツ・野菜

No.2-60 ふらのっち２種食べ比べセット
寄附額 11,000円

南富良野町にあるポテトチップス工場、「シレラ富良
野」でふらのっちを製造しています。うすしおは人気
ナンバー１。うすしお、のり塩、コンソメ、ガーリッ
クの中からお好きな味を2種類お選びいただけます。

No.１-49 南ふらのチップス100g×10袋
寄附額 10,000円

町内にあるポテトチップス工場で製造されたオリジ
ナルポテトチップスです。厚切りでちょっぴり大盛サ
イズのチップスはパーティ等にぴったりです。
配送：冷蔵
※毎年5月中旬から6月下旬発送
※沖縄・離島へは発送不可

No.２-46「夜明けのうた」ファブリックパネル

寄附額 41,000円
シルクスクリーンの手捺染で染めた生地をファブ

リックパネルに仕立てました。パネルもサイズに合わ
せて作っていて、後ろには金具と紐がついていて壁に
そのままかけられるようになっています。
鳥の色は一つ一つ筆で入れているため個体差がありま
すが、チョイスはこちらにお任せください。型のデザ
イン、製版からプリント、蒸し、洗いまで、まごころ
を込めて一品一品手作りしています。

※商品は全て令和４年１２月末現在
のものです。金額が変更となってい
る場合や受付終了している場合があ
りますので、ご了承ください。
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No.１-１ 満たんセット
寄附額 10,000円

南富良野町で採れた原材料を使い、南富良野町で生
産・加工をした食品の詰合せです。特にバタじゃがは
有名でお土産にも喜ばれています。体に良いくまささ
茶と共にいろいろな南富良野町の味をお楽しみくださ
い。
※一部内容が変更となることがございます。

No.１-２ バタじゃが５玉入×５袋
寄附額 10,000円

南富良野町で製造しているヒット商品、「バタじゃ
が」をたっぷりお楽しみいただけるセットです。北海
道富良野が育てた最高の「男爵いも」を丸ごと使用し、
北海道産のバターとドッキング！自然のおいしさをそ
のまま真空パックしました。バターが染み込んでいる
ので電子レンジで温めてすぐ食べられる手軽さが魅力
です。

No.１-３ 北海道スイートコーン10本
寄附額 10,000円

北海道ふらの産のもぎたてとうもろこし（イエロー
種）をすばやく調理し、美味しさをまるごと真空パッ
クしました。原料のとうもろこしは、厳選されたもの
を使用しています。レンジで温めていただくとおいし
くお召し上がりいただけます。北海道の夏の味覚をお
楽しみください☆

No.2-58 防災備蓄セット
寄附額 11,000円

災害備蓄用パンは製造より5年保存可能な柔らかいパ
ンが２つ入っており、災害時等の非常食としてご活用
頂けます。ハスカップとシーベリーは北海道産の物を
使用し、アレルギー対応として卵は使用しておりませ
ん。なんぷ～香房オリジナルのざっくりとした食感
チョコチップクッキーもどうぞ。

No.１-43 ４種のベリー手作りジャムセット
寄附額 10,000円

農薬を一切使わず育った果実と、北海道産てんさい糖
のみを加え果実を潰さないよう丁寧に作ったジャムの
セットです。それぞれの甘味や酸味が全く違うので是非
食べ比べてみてください。パンだけではなくバニラアイ
スやケーキ、お肉料理にもよく合いますので、お試しく
ださい。

No.２-３ 鳥羽農園のおすすめセット
寄附額 11,000円

南富良野町の鳥羽農園でつくられたミニトマト
ジュース、ミックスベリーソース、3種の米糀甘酒、ド
ライミニトマトオリーブオイル漬けのセットです。全
て南富良野産の果実をたっぷり使用し、砂糖や着色料
を一切使用しておりません。これら南富良野の大地の
恵みをセットでお届けいたします。

No.２-６ 糀甘酒３種飲み比べセット
寄附額 35,000円

南富良野産の野菜や果実をたっぷり使用し、砂糖や着
色料を一切使用していない米糀甘酒です。糀と果実の
みで作っているので、糀の甘さと果実の爽やかな酸味
が広がり、甘酒が苦手な方にも飲みやすくなっており
ます。トマト、シーベリー、ミックスベリーが10個ず
つ入ったセットです。

No.２-47「手しぼり」ミニトマトジュース
寄附額 45,000円

南富良野町自慢の鳥羽農園のミニトマトジュース
80mlの飲みきりサイズを40本セットにしました。鳥羽
農園では寒暖差や日照時間など天候に左右されながら
も大切に育てられたとってもあまーいミニトマトを無
添加、無塩、無加水の100％ミニトマトのみで作られ
ているジュースにしました。80mlの中にミニトマト14
個分のおいしさがギューッと詰まっています。

米・酒
No.１-37 はくちょうもち5㎏

寄附額 10,000円
寒暖差の大きい気候により、冷めてもやわらかさが

長持ちする、精米もち米です。蒸し器がなくても炊飯
器で調理で炊けるので、一般家庭でもおいしく召し上
がれます。

No.２-11 白金山
寄附額 12,000円

南富良野町の下金山地区で収穫された農薬節減もち
米「はくちょうもち」を、遠い昔から手作りの酒とし
て親しまれてきたもち米酒にしました。

※商品は全て令和４年１２月末現在
のものです。金額が変更となってい
る場合や受付終了している場合があ
りますので、ご了承ください。

加 工 品



返礼品の一例 寄付金額１万円
寄附額 商品番号 特 産 品 名 内 容

１万円

１ 満タンセット 南富良野町の特産品の詰め合わせセット

２ バタじゃが５玉×５袋 特産品のバタじゃがのセット

３ 北海道スイートコーン１０本 甘いスイートコーンを手軽に食べられるセット

４ ほくほくかぼちゃ雪化粧５切入×６袋 「雪化粧」をそのまま真空パックにしたセット

５
ほくほくかぼちゃ雪化粧５切入×３袋

北海道スイートコーン×５本
雪化粧とスイートコーンのセット

６ 南富良野 高原そば ６袋セット 南富良野町産のそばのセット

７ 鳥羽農園のオイル漬けドライトマト 酒のつまみにぴったりなドライミニトマト

１０ 秋野菜セット 南富良野町産の秋野菜セットのセット

１３ アレンジ用！ドライフラワー 黄色系詰合せ

芳醇な香りと色鮮やかなドライフラワーでスワッ

グを作れるセット

１４ アレンジ用！ドライフラワー 青色系詰合せ

１５ アレンジ用！ドライフラワー 白色系詰合せ

１６ アレンジ用！ドライフラワー おまかせセット

１７ ドライフラワーのハーバリウム おまかせ2本セット 半永久的に色を保てるハーバリウムのセット

１８ ブルーベリー・シーベリー・鷹の爪の酢 ３本セット
南富良野町で採れたブルーベリー、シーベリー、

鷹の爪を酢にしたセット。使い方次第でいろいろ

な料理のアレンジに使えます。

１９ ブルーベリーの酢３本セット

２０ シーベリーの酢３本セット

２１ 鷹の爪の酢３本セット

２２ エゾ鹿肉ギフトセット（ジャーキー） エゾシカジャーキーと、缶詰のセット

２３ エゾ鹿肉ギフトセット（ソーセージ・ジャーキー） エゾシカジャーキー、ソーセージ、缶詰のセット

２４ エゾ鹿肉加工品セットＡ エゾシカソーセージやベーコンのセット

２５ エゾシカコロッケ15個セット エゾシカ肉ミンチとじゃがいものコロッケのセット

２６ エゾ鹿肉を使った愛犬のおやつＡ 栄養価の高いペット用エゾシカのおやつセット

２７ 愛犬用エゾシカ肉ミンチ エゾシカ肉ミンチを小分けにして冷凍便でお届け

２８ 愛犬用レトルト エゾシカステーキ エゾシカ肉を柔らかい水煮にしました

２９ ペットのおやつエゾシカボーン３本 ペットのストレス解消や歯磨きとしてもオススメ

です。３０ ペットのおやつエゾシカ角３本

３１ ふらの大地和牛 すき焼き用 ふらの大地和牛すき焼き用350ｇ

３２ ふらの大地和牛 焼肉用 ふらの大地和牛焼肉用350ｇ

３３ ＪＡふらのギフトセットＡ

ＪＡふらののオススメギフトセットです。３４ ＪＡふらのギフトセットＢ

３５ ＪＡふらのギフトセットＣ

３７ はくちょうもち５ｋｇ おもちはもちろん、おこわやお赤飯にもどうぞ

３８ にんじんジュース３０缶セット 健康の為に1日1本始めてみませんか？

４２
鳥羽農園の手しぼりミニトマトジュースセット

大瓶１本・小瓶３本

こだわりのミニトマトで作ったミニトマトジュー

スのセット

４３ ベリーズのジャム４個セット 南富良野町産のベリーで作ったジャムのセット

４４ ベリーズ 冷凍ブルーベリー１kg
全て自家栽培のベリーを、使いやすく冷凍しまし

た。
４５ ベリーズ 冷凍カシス１kg

４６ ベリーズ 冷凍ハスカップ７００g

４７ 南富良野町産そば粉使用の十割そば！５人前 そばの風味を存分に味わえます。

４８ にわとり牧場のプリン８個セット 放牧しているにわとりの卵を使ったプリンのセット

４９ 南ふらのチップス（うすしお味）100ｇ×10袋 町内工場で生産された厚切りのポテトチップス

５０ 鳥羽農園の果実ソース２種詰合せ 南富良野町産ハスカップとシーベリーの果実ソース

５１ 南ふらのきたぐにの果実ソース ハスカップ４本 南富良野町産ハスカップを使ったソース

５２ 南ふらのきせきの果実ソース シーベリー４本 南富良野町産シーベリーを使ったソース

５３ 2023 カレンダー ソラプチの12ヵ月 水彩のイラストで描いたカレンダー

ー７－

No.１



返礼品の一例 寄付金額１万１千円以上
寄附額 商品番号 特 産 品 名 特 記 事 項

11,000円

１ エゾシカひき肉1.2㎏ ハンバーグや餃子にどうぞ

２ 鳥羽農園の手しぼりミニトマトジュース 大瓶２本セット こだわりのミニトマトで作った手絞りジュース

３ 果実たっぷり！鳥羽農園のおすすめセット 鳥羽農園のオススメ詰め合わせ

４ 富良野メロンスイーツ メロンゼリー12個セット

５ くまささ茶缶×３０缶 健康によいお茶です

５３ カラフルミニトマトセット 南富良野町産ミックスミニトマト3㎏のセット

５８ 防災備蓄セット 5年保存のパンの缶詰のセット

３６ ふらのっち２種食べ比べセット お好きな味を12個入り×2箱お届け

12,000円

６ 糀甘酒 ３種類飲み比べ 計１０個セット

ミニトマトやベリーを使ったノンアルコールの甘酒で

す。砂糖不使用とは思えない甘さでおススメです。

７ ミックスベリー糀甘酒 １０個セット

８ シーベリー糀甘酒 １０個セット

９ トマト甘酒 １０個セット

１０ 南ふらの産赤肉メロン1.6㎏×２玉 とても甘くてジューシーな町内産メロンの詰合せ

１１ もち米どぶろく 白金山 もち米で作ったどぶろくです。

１２ くまささ茶ペットボトル×２４本 体に良いくまささ茶のセット

５０ 南ふらの産 グリーンアスパラ 2kg(M・L混合） グリーンアスパラの詰合せです。

５１ JAふらの・じゃがいも【男爵】10kg ほくほくのじゃがいもです。

５２ JAふらの・じゃがいも【男爵】&玉ねぎセット計10kg じゃがいも、玉ねぎ合計で10㎏です。

５９ ふらの産玉ねぎ１０ｋｇ 万能選手のおいしい玉ねぎです。

13,000円

１３ バタじゃが３種食べ比べ ３０個 特産品のバタじゃが3種セット

１４ ベリーズ ３種の冷凍ミックスベリー1.5kg 自家栽培の冷凍ミックスベリーです。

１５ エゾシカ肉の缶詰６個セット 非常食としてもいかがでしょうか。

１６ エゾシカ肉【モモ】ブロック８００ｇ～１ｋｇ 安心、安全、おいしい栄養豊富な鹿肉です。

１７ 鳥羽農園のミニトマト 約３ｋｇ トマトが苦手な方にもおすすめの「甘っこ」約３㎏

14,000円

１８ エゾシカ肉ジンギスカン９００ｇ 柔らかいエゾシカ肉のジンギスカン

１９ エゾシカの焼肉セット ジンギスカンとソーセージのセット

２０ エゾシカ肉のスライス２種食べ比べお試しセット モモとロースの食べ比べセット

15,000円
２１

エゾ鹿肉を使った愛犬のおやつＡ

レトルトエゾシカステーキセット
ペットのおやつのセット

２２
バタじゃが５玉入×３袋

北海道スイートコーン×５本
人気のバタじゃがと甘いスイートコーンのセット

16,000円 ２３ エゾシカ肉【ロース】ブロック800ｇ～1ｋｇ
安心、安全、おいしい栄養豊富な鹿肉です。

17,000円
２４ エゾシカ肉【ヒレ】ブロック800ｇ～1ｋｇ

２５ ベリーズ ２種の手作りジャムセット 4種類ある中から2種類選べます

18,000円 ２６ ブラウンアイス 12個セット 希少な生乳で作った、卵不使用・無添加のアイスです

20,000円

２７ 手作りジャム８個セット 南富良野町産のベリーで作ったジャムのセット

２８ ふらのっち全種類食べ比べセット うすしお,のり塩,ｺﾝｿﾒ,ｶﾞｰﾘｯｸ12個入りを各１箱ずつ

２９ 富良野ラベンダー入り＊ドライフラワーリース（ピンク系）

生花のような香りと色のドライフラワーリース３０ 富良野ラベンダー入り＊ドライフラワーリース（イエロー系）

３１ 富良野ラベンダー入り＊ドライフラワーリース（ブルー系）

３２ エゾシカ肉加工品セットB ソーセージやベーコンのボリューミーなセット

３３ エゾシカコロッケ３０個セット エゾシカ肉とじゃがいものコロッケ

３４ エゾ鹿肉を使った愛犬のおやつB 愛犬のおやつＡの倍量

22,000円
５４ 「秋の仕事」ファブリックパネル １つ１つが手作りの、手捺染の作品

５５ 「巣子守り」ファブリックパネル １つ１つが手作りの、手捺染の作品

23,000円
３５ 木のおもちゃ「クルクルサンサンカー」 木のぬくもりたっぷりのおもちゃ

５６ 「冬を駆ける」ファブリックパネル １つ１つが手作りの、手捺染の作品

25,000円

３６ 「鉄道員」デザイン画複写「幌舞駅（正面）」
高倉健さん主演の映画

「鉄道員」の美術スタッフが描いたいたデザイン画の

複写です。

南富良野町駅周辺に当時のセットが保存されています。

３７ 「鉄道員」デザイン画複写「幌舞駅（裏）」

３８ 「鉄道員」デザイン画複写「便所」

３９ 「鉄道員」デザイン画複写「だるま食堂」

４０ 「鉄道員」デザイン画複写「床屋」

ー８－

No.２



返礼品の一例 宿泊商品等
寄附額 商品番号 特 産 品 名 特 記 事 項

118,000円 １ ラーチペア宿泊券 ツインルーム 夏季 ６月～１０月のプラン

81,000円 ２ ラーチペア宿泊券 ツインルーム 冬季 １１月～５月のプラン

162,000円 ３ ラーチペア宿泊券 コテージ 夏季 ６月～１０月のプラン

125,000円 ４ ラーチペア宿泊券 コテージ 冬季 １１月～５月のプラン

162,000円 ５ ラーチペア宿泊券（ペット同伴）コテージ 夏季 ６月～１０月のプラン

125,000円 ６ ラーチペア宿泊券（ペット同伴）コテージ 冬季 １１月～５月のプラン

162,000円 ７ ラーチ特別ディナーペア宿泊券 ツインルーム 夏季 ６月～１０月のプラン

147,000円 ８ ラーチ特別ディナーペア宿泊券 ツインルーム 冬季 １１月～５月のプラン

206,000円 ９ ラーチ特別ディナーペア宿泊券コテージ 夏季 ６月～１０月のプラン

191,000円 １０ ラーチ特別ディナーペア宿泊券コテージ 冬季 １１月～５月のプラン

206,000円 １１ ラーチ特別ディナーペア宿泊券（ペット同伴）コテージ 夏季 ６月～１０月のプラン

191,000円 １２ ラーチ特別ディナーペア宿泊券（ペット同伴）コテージ 冬季 １１月～５月のプラン

129,000円 １３ ラーチコテージ１棟貸し・自炊プラン 夏季 ６月～１０月のプラン

74,000円 １４ ラーチコテージ１棟貸し・自炊プラン 冬季 １１月～５月のプラン

129,000円 １５ ラーチコテージ１棟貸し・自炊プラン（ペット同伴）夏季 ６月～１０月のプラン

74,000円 １６ ラーチコテージ１棟貸し・自炊プラン（ペット同伴）冬季 １１月～５月のプラン

584,000円 １７ ラーチコテージ１棟貸しワーケーションプラン ５日間 夏季 ６月～１０月のプラン

350,000円 １８ ラーチコテージ１棟貸しワーケーションプラン ５日間 冬季 １１月～５月のプラン

794,000円 １９ ラーチコテージ１棟貸しワーケーションプラン ７日間 夏季 ６月～１０月のプラン

467,000円 ２０ ラーチコテージ１棟貸しワーケーションプラン ７日間 冬季 ６月～１０月のプラン

50,000円 ２１ 手ぶらでキャンプ（オートキャンプ場２名様分）
ご用意いただくのは食

材のみ！

15,000円 ２２ かなやま湖畔キャンプ場シーズンパスチケット（３名様まで） 何度でも利用可能

ー９－

No.３

寄附額 商品番号 特 産 品 名 特 記 事 項

27,000円 ４１ エゾシカ肉のスライス ２種食べ比べ満足セット もも肉１㎏とロース肉１㎏のスライス肉セット

30,000円
４２ エゾ鹿肉を使った愛犬のおやつC 愛犬のおやつＡの３倍の量

４３ 北海道スイートコーン×３０本 甘いスイートコーンを手軽に食べられるセット

35,000円 ４４ 糀甘酒 ３種類飲み比べ 3種×各10個 計30個セット ミックスベリー、シーベリー、トマトの３種

39,000円 ５７ 「夜の森」ファブリックパネル １つ１つが手作りの、手捺染の作品

40,000円 ４５ バタじゃが１００個 人気のバタじゃがの大容量セット

41,000円 ４６ 「夜明けのうた」ファブリックパネル １つ１つが手作りの、手捺染の作品

45,000円 ４７ 鳥羽農園の手しぼりミニトマトジュース小瓶４０本セット
甘～いミニトマトジュース飲み切りサイズの大容量

セット

47,000円 ４８ 「山とオオカミ」ファブリックパネル １つ１つが手作りの、手捺染の作品

130,000円 ４９ 鳥羽農園の手しぼりミニトマトジュース小瓶４０本セット 自慢のミニトマトジュース大瓶の大容量24本セット

返礼品の一例 寄付金額１万１千円以上No.２



サイト ＱＲコード サイト ＱＲコード

＜さとふる＞ ＜ふるさとチョイス＞

＜楽天ふるさと納税＞ ＜ふるなび＞

＜ＡＮＡのふるさと納税＞ ＜ＪＡＬふるさと納税＞

＜セゾンのふるさと納税＞ ＜JRE MALLふるさと納税＞

＜mont-bellフレンドエリアふ
るさと納税＞

＜町 ＨＰ＞

<ふるさとマーケット> <gooのふるさと納税>

<Ｔふるさと納税> <三越伊勢丹ふるさと納税>

<ａｕPAYふるさと納税>

◆寄附金募集サイト

ふるさと納税は、スマホやパソコンから簡単にお申し込みができます。

南富良野町では、下記の10サイトにて寄附を募っています。
それぞれのサイトでは、クレジットカード等の決済方法をお選びいただけま

す。この機会に、ぜひご検討ください。
※サイトにより、利用可能な決済方法は異なります。

ー１０－



北海道南富良野町

＜アクセス＞

新千歳空港～車で約２時間
JRで約２時間

旭川～車で２時間
近隣の富良野・トマム・サホロまでは１時間圏内

お問合せ先
〒079-2402
北海道空知郡南富良野町字幾寅867番地
南富良野町役場 企画課企画振興係
☎ 0167-52-2115
mail：kikakufurusato@town.minamifurano.hokkaido.jp
H P：https://town.minamifurano.hokkaido.jp

mailto:kikakufurusato@town.minamifurano.Hokkaido.jp
https://town.minamifurano.hokkaido.jp/
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