
南富良野町ふるさと寄附金
～故郷や応援した地域へ～
寄附をすることができる制度です



＝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、北東
には、大雪山系の十勝岳、南は日高山脈、西は芦
別岳、夕張岳を主峰とする夕張山脈が南北に縦走
するなど、四方が山に囲まれ、東西に貫流する空知
川に沿って、６つの集落が形成されています。

町総面積の約９割が森林地帯で、町の中央には、
金山ダムによってできた人造湖「かなやま湖」があり
ます。

南富良野町

＝ふるさと寄附金の申込方法＝

寄附金申込
書の提出

南富良野町
から郵便振
替用紙を送
付

送付された郵
便振替用紙
により郵便局
でお支払い

入金確認後、
謝礼品を発
送

① ② ③ ④

＝お問い合わせ先＝
南富良野町役場 企画課 企画振興係
〒079-2402 北海道空知郡南富良野町字幾寅
℡０１６７－５２－２１１５ FAX：０１６７－５２－２９２２

寄附金申込書・・・・必要事項を記入いただき、郵送又はＦＡＸ又はメールでお送りください。
◎郵 送：〒０７９－２４０２ 北海道空知郡南富良野町字幾寅 南富良野町役場 企画課
◎Ｆ Ａ Ｘ ：０１６７－５２－２９２２
◎e-mail：ouenkifu@town.minamifurano.hokkaido.jp

※寄附金申込書は、ホームページからもダウンロードできます。
http://town.minamifurano.hokkaido.jp/furusato

寄附をいただいた皆様にささやかなお礼として、本町の特産品等をお送りしています
○寄附金額 １０，０００円以上・・・・・・・・・・・・・・・・謝礼品（特産品）からお選びください

※謝礼（特産品）選択用紙に記入いただき、併せて
お送りください。

＝謝礼品（特産品）＝

※振込手数料はかかりません

mailto:ouenkifu@town.minamifurano.hokkaido.jp


 

謝礼（特産品）カタログ １ 

       １万円寄付でお選びいただける商品 

 

１ 満たんセット 

                            

 内容 

                            ・バタじゃが５玉入り          １袋 

                                         ・バタじゃが（カレー味・しょうゆ味） 各２個 

                                        ・もち米パスタ              １袋 

                                        ・高原そば・韃靼そば         各１袋 

                                        ・くまささ茶 PET             ３本 
                                          ※時期により内容が 

変更になる場合があります 
 
 
 

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。 

                                               【南富良野振興公社】 
 

 

  

 

 

２  白 金 山  もち米どぶろく  

 

                          

               内容            

                                         ・白金山（もち米どぶろく） ５００ｍｌ ２本 

                                  

 

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。                           

        

【ＫＯＮ産業】 

                   

 

  



謝礼（特産品）カタログ １ 

 

３ 防災備蓄セット 
 

                                        

 内容 

                              ・災害備蓄用パン         ６缶 

                                          （パイン・クランベリー・かぼちゃ 

                                                  1缶にパンが2つ入っています）                     

 

                                              ・クッキー 

・コーヒー 

                                     

  
 

南富良野町にある社会福祉法人大乗会で経営しているパン屋「なんぷ～香房」で販売しているパン の

缶詰とクッキーとコーヒーのセットです。南富良野は平成 28 年に水害に遭い、このなんぷ～香房も水に

浸かり大きな被害がありました。そこから復旧し通常通り営業出来ています。パンの缶詰は、災害備蓄

品として、製造より5年間常温保存が可能なので、もしもの時の備えにしてはいかがでしょうか。備蓄用

としておりますが賞味期限が近くなれば、ご家族やご友人と美味しくお召し上がり下さい。また、備蓄は

できませんが、同じ、なんぷ～香房で作っている素朴なクッキーと店舗で焙煎しているコーヒーもセットに

なっておりますので、ほっと一息ついてみてはいかがですか？ 

【なんぷ～香房】 

                       

 

          

４ メロン詰合  ７月から８月のみ 限定１００箱  

（※発送は、７月中旬～８月中旬） 
  

                  内容 

                                           ・ 赤肉メロン2玉 

 

                  

                                     北海道のいろいろな地域でメロンが作られています 

が、南富良野町でも作っています。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、また食べたくなるメロンを是非 

一度ご賞味ください。  

                                                     【農産物直売所 作倶
さ く

楽
ら

】 

 

※こちらの 2 点は備蓄用ではございま

せんので、賞味期限までにお召し上

がりください。 



謝礼（特産品）カタログ １ 

 

５ 豊作セット  ９月から１０月のみ 
         

    

                                     

    内容      

・馬鈴薯             

                                          ・玉ねぎ             

                                          ・かぼちゃ 等 【野菜色々詰合せ】 

                                           ※天候等により内容変更する事が 

                                                           あります。 

                                

 

             

 

南富良野町で採れた野菜の詰合せです。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。発送時期によって他の野菜と入れ替わることがあります。かぼちゃのコリンキーという種類が入

ったり、じゃがいもも、きたあかりやレッドムーンなどが入ることもあります。お野菜の品種にご希望がご

ざいましたら、ご連絡いただけると対応可能な場合もございます。いろいろな種類を食べ比べてみてく

ださい。 

 

【農産物直売所 作倶楽】 

 
 
 

６ グリーンアスパラ詰合  ５月中旬から６月下旬のみ【数量限定】 
          

  

 

内容  

・グリーンアスパラ    約２Ｋ 

                                ※作柄により変更することがあります 

 

                              

 

 

 

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。収 

穫時期がとても短いの受付できる期間も短いですが、人気の商品です。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、是非短い旬な時期に絶品の北海道 

の味を、いろいろな方法で食べていただきたいです☆ 

【農産物直売所作倶楽】 

 



 

               謝礼（特産品）カタログ １ 

７ エゾ鹿肉セット 

                                                                                            

内容  

・缶詰（大和煮・カレー煮・味噌煮） ３缶 

・ソーセージ              １袋 

                                 ・サラミ又はジャーキー        １袋 

 

 

 

 

 

近年大注目のジビエの1つである鹿肉加工品の詰合せです。 

鹿肉は高たんぱく・低脂肪・鉄分豊富で女性にもおすすめです。ジビエとはいっても北海道が策定した衛

生処理マニュアルを遵守する処理施設として認証を受けた施設で処理・加工されていますので臭みもな

く、調理しなくてもおいしくお召し上がりいただくことができます。まずはジビエのファーストステップとして

いかがでしょうか。 

                                                                【南富フーズ】 
 

 

 

 

８ エゾ鹿肉のペットのおやつ                

                   

                                         内容 

・粗挽きカットジャーキー   30ｇ １袋 

                                        ・スライスジャーキー      30ｇ １袋 

                                        ・ハツスライス          30ｇ １袋 

                                        ・レバースライス         30ｇ １袋 

                                        ・フレーク             30ｇ 1袋 

   ・鬼スジ              60ｇ １袋 

                                         ※内容変更する場合があります。            

 

 

ペットの食材としても栄養価が高く注目されている鹿肉のおやつのセットです。高たんぱくで低カロリ 

ー、そして鉄分豊富なエゾシカ肉を使った無添加フードで、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

愛犬に是非どうぞ。 

【南富フーズ】 

 



謝礼（特産品）カタログ １ 

 

９ ふらの大地和牛 すき焼き用 （お届けまで１か月半程かかります。） 

                                                  

         

      

    

 

 

 

 

ふらの大地和牛は、黒毛和牛を肥育する農家が、富良野産もち米を与えることにより脂肪の風味を増

し、「さらにおいしい和牛の肉」を目指したものです。年間 70 頭程しか出荷されておらず大変希少価値

の高いブランド牛です。このふらの大地和牛の肉をすき焼き用にスライスしました。是非特別な日にみな

さんでお召し上がりください。 

                                                         【ＪＡふらの】 

 

 

 

１０ ふらの大地和牛 焼肉用 （お届けまで１か月半程かかります。） 

             

 

     

 

 

 

 

 

 

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、定期的に採決しビタミン値を測定した上でビタミンコントロールを実施され、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。いつもより少し贅沢したい日にふらの大地和牛の焼肉は

いかがですか？ 

                     【ＪＡふらの】 

 
 

 
 

 

 内容 

  ・ふらの大地和牛すき焼き用 350ｇ 

        （モモ・カタ・バラ使用） 

 

 

内容 

   ・ふらの大地和牛焼肉用  350ｇ 

      （モモ・カタ・バラ使用） 

 



謝礼（特産品）カタログ 2 

       １万円寄付でお選びいただける商品 

１１ JAふらのギフトセット A （お届けまで３週間程かかります。） 

 

                               内容 

・富良野ブラックカレービーフ 

・富良野ブラックカレーポーク 

・富良野厳選野菜中濃ソース 

・富良野厳選野菜濃厚ソース 

・ふらのトマトケチャップ 

・ふらの玉ねぎノンオイルドレッシング 

 

ＪＡふらのの加工食品の詰合せです。 

富良野管内で採れた玉ねぎを使用し、バランスよく配 

合したスパイスに牛肉、豚肉それぞれを煮込んだカレ 

ーと、管内で採れた野菜をベースにした特製ソース 2 

種類、トマトのおいしさが詰まったケチャップ、玉ねぎの 

触感で美味しさが増すヘルシーなノンオイルドレッシン 

グのセットです。 

                                                             【ＪＡふらの】 

１２ JAふらのギフトセット B （お届けまで３週間程かかります。） 
                                        内容 

                                                 ・富良野ブラックカレーポーク 

・富良野ブラックカレービーフ 

・ふらの厳選野菜ソース濃厚 

・ふらの玉ねぎノンオイルドレッシング 

・ふらの和風ごまノンオイルドレッシング 

・富良野ジャム いちご 

・富良野ジャム ブルーベリー 

    

ＪＡふらのの加工食品の詰合せです。 

バランスよく配合したスパイスと玉ねぎやトマト、にんにく   

などを煮込んだカレー2種類と、富良野管内で採れた野菜

をベースに甘口でソフトに仕上げたとろっとしたソース、野

菜のおいしさを味わえるヘルシーなノンオイルドレッシング２

種類、果実がゴロゴロ入ったブルーベリーといちごジャムの

セットです。              【ＪＡふらの】 

 

 



謝礼（特産品）カタログ 2 

                     

１３ JAふらのギフトセットＣ （お届けまで３週間程かかります。） 

        内容 
・富良野ブラックカレービーフ 

・ふらの人参と玉ねぎのポタージュスープ 

・アスパラガスのポタージュスープ 

・富良野野菜ドレッシング 

オニオン＆ガーリック 

・ふらのとまとのケチャップ 

・ふらの厳選野菜ソース中濃 

・ふらの厳選野菜ソース濃厚 

 

                                       ＪＡふらのの加工食品の詰合せです。 

ＪＡふらのオリジナルのビーフカレーに、人参と玉ねぎの甘味 

を活かしたスープと、アスパラを使用した生クリームベースの

スープ、玉ねぎ・にんにく・ごま油を使用した食欲をそ 

そるドレッシング、トマトのおいしさが詰まったケチャップ、ウスターソースベースで料理の下味としても使用で

きるさらさらの中濃ソースと、甘くソフトな口当たりのとろっとした濃厚なソースが入った盛りだくさんなセット

です。 

                                  【ＪＡふらの】 

 

１４ ベリーズのジャム ４個セット  
     （ハスカップ・カシス・ブルーベリー・ラズベリー） 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              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。 

 

                                                               【Farm&Cafeベリーズ】 

 

 
 

 

 

 

内容 

・ハスカップジャム  １２０ｇ １個 

・カシスジャム     １２０ｇ １個 

・ブルーベリージャム １２０ｇ １個 

・ラズベリージャム   １１０ｇ １個 

                                                           

 



謝礼（特産品）カタログ 2 

                                                                                                                                                                 

１５ 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 【数量限定】 

         

  

                                         内容                                       

                                         ・ミニトマトジュース  ７２０ｍｌ ２本 

                                          

                                                  

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。トマトジュー

スが苦手な方も「このミニトマトジュースは美味しい！！」と

いう声がたくさん寄せられています。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！トマトジュースが大好きな方はもちろんですが、苦手

な方にこそ一度飲んでみていただきたい一品です☆贈答用

にもお使いください。 

                                                             【鳥羽農園】   

 

 

 



 

謝礼（特産品）カタログ ２ 

       寄付額１万１０００円以上でお選びいただける商品 

 

１ ベリーズのジャム２個セット 

       寄付金額１万７０００円 
                                            

 

 

 

 

     農薬を一切使わず育った当園の果実と北海道産て 

     んさい糖のみを加えて作ったジャムです。たくさんあ 

     るベリーの木から一つずつ手摘みで収穫し、全て手 

     作りで無添加の安心安全なさらっとしたジャムです。 

     たっぷり２４０ｇ入っているので贅沢にパンやアイス 

     と共に、またお肉料理のソースとして等お料理にも 

是非使ってみてください。人気のアメリカ製メイソン 

ジャーの瓶に詰めているので、食べ終わった後の再 

 ※内蓋で手を切らないようお気をつけください。       利用も楽しめます。 

                                                       【Farm&Cafeベリーズ】 

 

 

２ ベリーズのジャム８個セット 
    （ハスカップ・カシス・ブルーベリー・ラズベリー） 
     寄付金額１万８０００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。 

                                                       【Farm&Cafeベリーズ】 

 

  

内容                                       

・ブルーベリージャム  ２４０ｇ 

・ラズベリージャム   ２４０ｇ 

・ハスカップジャム   ２４０g 

・カシスジャム      ２４０g 

※4種類から 2種類お選びくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

内容 

・ハスカップジャム  １２０ｇ ２個 

・カシスジャム     １２０ｇ ２個 

・ブルーベリージャム １２０ｇ ２個 

・ラズベリージャム   １１０ｇ ２個 

                                                           

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 

３ 富良野ラベンダー入り＊ドライフラワーリースピンク系２５㎝  

    寄付金額２万円        （発送まで２週間ほどかかります） 
                                                                                                

                                          

 

 

 

                                                       

 

 

 

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。たくさんの種類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。生花のような美しい色合いと自然の香りを楽

しめる本物志向のドライフラワーリースを北海道南

富良野からお届けします。 

                                                      【エンジェル・リース工房】 

 

４ 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２５㎝  

    寄付金額２万円       （発送まで２週間ほどかかります） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

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。たくさんの種類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。生花のような美しい色合いと自然の香りを楽

しめる本物志向のドライフラワーリースを北海道南

富良野からお届けします。 

                                                      【エンジェル・リース工房】 

 

 

内容 

・富良野ラベンダー入り 

  ドライフラワーリース 25㎝  

※基本的に１点ものになりますので、写真のリースは

イメージ写真となります。性質上輸送に際して花な

どが一部落ちる場合がありますが、ご了承下さい。 

末永く美しさを保つため、直射日光を避けてお飾り

下さい。                                           

 

 

 

 

内容 

・富良野ラベンダー入り 

  ドライフラワーリース 25㎝  

 

※基本的に１点ものになりますので、写真のリースは

イメージ写真となります。性質上輸送に際して花な

どが一部落ちる場合がありますが、ご了承下さい。 

末永く美しさを保つため、直射日光を避けてお飾り

下さい。                                           

 



謝礼（特産品）カタログ ２ 

 

５ ふらのっち２種類食べ比べセット １２個入り×２箱 
  （うすしお・コンソメ・のり塩・ガーリックからお好きなものを２種類お選びください。） 

    寄付金額１万１０００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。うすしおはシンプ 

ルだからこその素材の美味しさと絶妙な塩加減で不 

動の人気ナンバー１！お子様に人気のコンソメはくど       

すぎず大人も最後までおいしく食べられます。塩味に 

磯の豊かな香りがプラスされたのり塩は、根強い人気 

を誇っています。ガーリックの香りが食欲をそそり、ビールとの相性も抜群です。１箱に１２袋入っていますので、

気になるフレーバーを２種類お選びいただき、家族やお友達と皆さんで楽しくお召し上がり下さい。  

                                                             【ＪＡふらの】 

 

 

６ ふらのっち全種類食べ比べセット １２袋入り×４箱 

    寄付金額２万１０００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。うすしおはシンプル 

だからこその素材の美味しさと絶妙な塩加減で不動の人気ナンバー１！お子様に人気のコンソメはくどす 

ぎず大人も最後までおいしく食べられます。塩味に磯の豊かな香りがプラスされたのり塩は、根強い人気を 

誇っています。ガーリックの香りが食欲をそそり、ビールとの相性も抜群です。たっぷり 4箱をお届けしますの 

で食べ比べてみてください。                                         【ＪＡふらの】                               

 

  

   
   

  
     

 

内容 

・ふらのっち うすしお １箱１２袋入り  

・ふらのっち コンソメ １箱１２袋入り 

・ふらのっち のり塩  １箱１２袋入り 

・ふらのっちガーリック １箱１２袋入り 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          

                                          

                                          

 

 
 
 
 
 
   
 

 

  

 

内容 

・ふらのっち うすしお １箱１２袋入り    

・ふらのっち コンソメ １箱１２袋入り 

・ふらのっち のり塩  １箱１２袋入り 

・ふらのっちガーリック １箱１２袋入り 

※上記の内 2種類お選びください。 

 

 

 

 

 

 

            
 



様式第１号 

 

                          令和  年  月   日 

 

  南富良野町長      様 

                        〒 

                    住  所                

                    氏名（名称）              

                    電話番号                

                    E－mail                

 南富良野町のまちづくりを応援するため、南富良野町まちづくり応援寄附条例に 

基づき、次のとおり寄附します。 

一金         円也 

 寄附金の使途を指定するときは、次の中から選んで下さい。指定のない場合は、 

町長が事業の指定を行います。 

指定 事  業  の  種  類 寄附金の内訳 

 次代へつなぐ活力ある産業のまちづくり事業 円 

 幸せに暮らせる健康と福祉のまちづくり事業 円 

 安全・安心・快適なまちづくり事業 円 

 学ぶ力・健やかな体・豊かな心を育むまちづくり事業 円 

 共に創造するまちづくり事業 円 

 

 備考 １ 使途を指定する事業の指定欄に○印を付して下さい。 

    ２ 複数の事業を指定する場合は、寄附金の内訳欄にそれぞれ充てるべき金額を 

     記入して下さい。 

 

 寄附金の額及び氏名など寄附金運用状況の公表について、次の中から選んで下さい。 

選択のない場合は、公表して差支えないものとして取扱います。 

選択 公  表  の  取  扱  い 

 公表して差支えない 

 氏名（名称）は公表しない 

 備考 該当する取扱いの選択に○印を付して下さい。 

※１万円以上寄附される方には、２枚目の謝礼（特産品）選択用紙に記入して下さい。 

 



謝礼（特産品）選択用紙 

１万円以上の寄附をされる方には、別紙の謝礼（特産品）カタログ№１・№２の中からご希望の特産品

を１品お選びいただき、下のリストの左欄（選択）箇所に○印を付けて申込書（様式第１号）とあわせて

お送り下さい。 

 

★ カタログ№１ 寄付額 1万円 

選 択 特  産  品  名 特 記 事 項 

 １ 満タンセット  

 ２ 白金山  

 ３ 防災備蓄セット  

受付終了 ４ メロン詰合 
取扱期間限定【７月中旬～８

月中旬】（数量限定） 

 ５ 豊作セット 
取扱期間限定【９月～１０月】  

数量に限りがありますのでご了

承願います。 

受付終了 ６ グリーンアスパラ詰合 
取扱期間限定【５月～６月】数

量限定 

 ７ エゾ鹿肉セット  

 
８ エゾ鹿肉のペットのおやつ  

 
９ ふらの大地和牛 すき焼き用 

発送まで 1 月半程度を要します

ので、あらかじめご了承ください。 

 
１０ ふらの大地和牛Ｂ 焼肉用 

発送まで 1 月半程度を要します

ので、あらかじめご了承ください。 

 

★カタログ№2 寄付額 1万円 

 
１１ JAふらのギフトセットＡ 

発送まで 3 週間程度を要します

ので、あらかじめご了承ください。 

 
１２ ＪＡふらのギフトセットＢ 

発送まで 3 週間程度を要します

ので、あらかじめご了承ください。 

 
１３ ＪＡふらのギフトセットＣ 

発送まで 3 週間程度を要します

ので、あらかじめご了承ください。 

 
１４ ベリーズのジャム４個セット  

 １５ 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 

 

 
 



★カタログ№３ 寄付額１万１０００円以上 
選 択 寄附金額 特  産  品  名 特 記 事 項 
 

１万７０００円 

１ ベリーズのジャム２個セット（各２４０
g） 

  Ａラズベリー   Ｂブルーベリー 
  Ｃカシス      Ｄハスカップ 

ご希望の種類の個数をご記

入ください。 

Ａ    Ｂ    Ｃ    Ｄ    

  
1万８０００円 ２ ベリーズのジャム８個セット  

 
 ２万円 

３ 富良野ラベンダー入り＊ 
    ドライフラワーリースピンク系 25
㎝ 

・数量に限りがございます。 

・発送まで２週間程かかりま

す。 

 
２万円 

４ 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25㎝ 

・数量に限りがございます。 

・発送まで２週間程かかりま

す。 
 

１万１０００円 
５ ふらのっち１２袋×２箱（２種類選択） 

（A うすしお B のりしお C コンソメ D ガーリッ

ク） 

ご希望の種類の個数をご記入くだ

さい 

A     B     C     D     

 
２万１０００円 

６ ふらのっち全種類食べ比べセット 
               （１２袋入り×４箱） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★ 備考欄 
※その他連絡事項、ご希望等をお書きください。 

 
※この謝礼（特産品）選択用紙は、「寄附申込書」とあわせてお送りください。 



＝ふるさと納税ワンストップ特例制度＝
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
得のみの方が、寄付を行う場合に、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付先の市区町村が寄付をされた方に
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。

＝寄附金控除＝
ふるさと納税をされた方は、寄附控除を受けることができます。寄附
控除を受けるためには、原則として、寄附した翌年の３月１５日まで
に、お住まいの住所地等の税務署へ確定申告を行っていただく必要
があります。

寄附いただいた方へ、入金確認後、受領証明書を送付しますので、
大切に保管してください。

＝こちらのポータルサイトでも寄附のお申し込みができます。＝

さとふる URL:  https://www.satofull.jp/town-minamifurano- hokkaido/

ＱＲコード

令和2年１１月からは
*楽天
*ＡＮＡ
*セゾンのポータルサイトも開設予定です。

※各ポータルサイトとこのカタログとは一部返礼品の内容が異なります。

https://www.satofull.jp/town-minamifurano-%20hokkaido/

