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大好評！農家直送「ウチのコメ」

「らんこし米」のタンパク質含有率は、全道の平均値を
大きく下回りおいしいお米と評価されています。清らか
な水と良質の土、最適な気候と澄んだ空気。そして生産
者の努力により生産されるおいしいお米「らんこし米」
をお届けします。

らんこし米
ななつぼし ２ｋｇ
寄付額 ５，０００円 A-1
ななつぼし ５ｋｇ
寄付額 １０，０００円 A-2

A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18

生産者

品 種

寄付額

ウレシぱファーム
黒川農場
野口農場
かわさきファーム
かわさきファーム
斉藤農園
斉藤農園
斉藤農園
福岡農園

ゆめぴりか
ゆめぴりか
ゆめぴりか
ななつぼし
ななつぼし（玄米）
ななつぼし
ほしのゆめ
ゆめぴりか
ななつぼし

12,000 円
12,000 円
12,000 円
10,000 円
14,000 円
10,000 円
10,000 円
12,000 円
10,000 円

らんこし米食べくらべセット
（ななつぼし･ゆめぴりか）
各２ｋｇ 寄付額 １０，０００円 A-5
各５ｋｇ 寄付額 ２０，０００円 A-6
2020 年 9 月受付開始

ゆめぴりか ５ｋｇ
寄付額 １２，０００円 A-9

大人気！

ゆめぴりか ５ｋｇ×１２か月
寄付額 １４０，０００円 A-7
ななつぼし ５ｋｇ×１２か月
寄付額 １２０，０００円 A-4
ななつぼし ５ｋｇ×６か月
寄付額 ６０，０００円 A-3

日本海の干物セット（真ホッケ・宗八カレイ・生干しするめいか）
寄付額 １０，０００円 B-1
意外に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、蘭越町には約４
キロの海岸線（日本海）があり、海の町でもあります。
近隣の漁港にあがった新鮮な魚を加工。真空、冷凍にしてお届けし
ます。
内容量 真ホッケ２枚・宗八カレイ３枚・生干しするめいか３枚
（永澤商店有限会社）

ラムちゃん・塩とっとちゃん
寄付額 １０，０００円 C-1
蘭越でジンギスカンといえば「ラムちゃん」が定番。飽きない味付けの塩とっと
ちゃんとあわせてお届けします。
内容量

定期便

ラム（羊肉）タレ味付

500g

2袋

とり肉塩味付（食肉）

500g

1袋

（肉の梅沢）

蘭越町ふるさと納税受付中

近藤ふぁーむトマトジュース

山菜パック（わらび・竹の子・ふき）
寄付額 １０，０００円 D-1

寄付額

１０，０００円 E-1

蘭越のおいしい水と空

地元でとれた新鮮な山菜の水煮。煮物

気の中で、ジュース用に

料理にぜひご利用ください。無添加。

丹精込めて栽培された大

内容量

玉トマト（パルト）を使

ふき 150g わらび 150g

たけのこ 120g

各 4 パック

用。酸味と甘み、コクのバ
ランスに優れた味です。

（蘭越町地場産業振興加工センター）

内容量 180ml×6 本

トマトジュース蘭越の太陽
1000ml×4 本 寄付額 １０，０００円 E-4
（蘭越町地場産業振興加工センター）

「湯ノ里デスク」木工家具
湯ノ里デスクは、2002 年に閉校した旧湯里小学校の校舎を木工家具工房として再利用した小規模な工
房です。ナラやウォルナットの無垢材を、着色せず、木の自然な色を生かすクリアー塗装で仕上げてい
ます。植物性のオイルとワックスを使用しているため、人体に無害です。
寄付額
素材

寄付額

２５，０００円 F-2

製品名：時間よとまれ
ナラ材（明るいナチュラル色） または
ウォルナット材（ダークブラウン色）

１２０，０００円 F-1

製品名：mini chair
素材：タモ材
塗装：クリアーオイル仕上げ
サイズ：W:300 D:270
座面までの高さ:170
納期：3 ヶ月程度
対象年齢：２〜３歳児
お子様やお孫さんのお名前・生年月
日など漢字やローマ字でいれること
ができます。

塗装：クリアーオイル仕上げ
サイズ：W:140 D:60 H:100
納期：在庫があれば１週間、在庫がない場合は 1 ヶ月
※写真はイメージです。時計は商品に含まれません。
寄付額

２５，０００円 F-3

製品名：自立式本立て
サイズ：W:145 D:135 H:210
詳細は下記と同

寄付額

２０，０００円 F-4

製品名：Have a wood time （Phone Stand）
素材：ナラ材（明るいナチュラル色） または

ウォルナット材（ダ

ークブラウン色）いずれかをお選びください。
塗装：クリアーオイル仕上げ

サイズ：W:90 D:80 H:160

納期：在庫があれば１週間、在庫がない場合は 1 ヶ月
スマートフォンを縦に置いて充電できる、シンプルなフォンス
タンド。 何も乗せていない時は、オブジェとして木の表情を楽
しめます。※写真はイメージです。スマートフォンは商品に含まれません。

らんこし産メロン
２玉入

寄付額 １０，０００円 G-1

５玉入

寄付額 ２０，０００円 G-2

蘭越町の夏は、昼夜の温度差が大きく、糖度の高いおいし
いメロンが育ちます。赤肉ですっきりした味わい。贈り物に
も最適です。発送は 7 月下旬を予定しています。
等級 秀 サイズ 約１．６キロ/玉
品種 ルピアレッドまたは同等品
※「ようていメロン」のブランドでお届けします。
※受付は 7 月です。

らぶちゃんメロン （受付は７月限定）
２玉入
寄付額 １５，０００円 G-3
蘭越の若手農業グループが高品質のメロンづくりに
取り組み、ブランド化したメロン。数量限定、赤肉。

交流促進センター幽泉閣ペア宿泊券

寄付額

８０，０００円 H-1

ＪＲ昆布駅裏にある、町営の温泉で、肌にやさしい
美肌の湯として古くから地域の方に愛されています。
源泉かけ流しの大浴場と解放感たっぷりの露天風呂、
自慢の料理で心も体もリフレッシュ。
１泊２食２名様（年末年始、ＧＷ、お盆は、追加料金
が必要です。土曜、休前日の追加料金は不要ですが、
平日に利用しても、返金はありません。）
※有効期限（翌年度末まで）があります。

交流促進センター幽泉閣入浴券（３枚）

H-2

交流促進センター雪秩父入浴券（３枚）
寄付額 ５，０００円

H-3

湯本温泉に古くからある、硫黄泉の温泉。２０１５年に
日帰り温泉施設としてリニューアル。広大な自然を堪能で
きる露天風呂で、四季の風を感じながらゆったりくつろぎ
いただけます。
※有効期限（年度末まで）があります。
※火曜日休館

渓流焼(12 個入り) 2 箱
J-2
純米吟醸酒「蘭越ゆめ絆」
M-1 12 月限定受付
寄付額 １５，０００円
寄付金額 １０，０００円
K-1
厳選されたらんこし米「ゆめ
ぴりか」と蘭越の水を原料に作
られた、地酒・純米吟醸酒「蘭
越ゆめ絆」
720ｍｌ 2 本でお届けします。
限定販売のため、受付は 12 月
末で終了します。
発送は、12 月下旬から随時発
蘭越銘菓「渓流焼」道産の粒あんがしっかり入った薄
送します。
皮のお菓子。どこかなつかしい味をお楽しみください。

K-1
米粉のフィナンシェ
寄付額 １０，０００円
らんこし米の米粉で作られたフィナンシ
ェ。プレーンのほか、小豆ののった抹茶味、
チョコチップののったココア味の 3 種類。
各 5 個ずつ計 15 個
（おかしのほりかわ）

蘭越町ふるさと納税受付中
そば乾麺

花のまち（８人前）
寄付額 ８，０００円 L-1

農薬を使わず栽培したそばを遠赤乾燥機で乾燥し、
自社工房内で低速回転による石臼挽きをしています。
自社の石臼挽そば粉を使い、そば粉 55%、道産小麦 45%
の乾麺を作りました。蕎麦屋ののどごしにこだわって
再現しています。
内容量

（有限会社ファームトピア）
160g(80g×2)×4 個 めんつゆ 200ml 2 本

（写真はイメージです。
）

グリーンアスパラガス （受付は３月～５月限定）
ハウス栽培（ML 1kg） 寄付額 １０，０００円 L-2
露 地 栽 培（2L 1kg)
寄付額 １０，０００円 L-3
北海道の春の代表的な野菜。堆肥たっぷりの土で育てていま
すので、太くて甘く、根元まで柔らかいのが特徴です。
ハウスは４月、露地は５月ころの発送を予定しています。
（有限会社ファームトピア）

手作りパン体験

寄付額

（写真はイメージです。
）

１０，０００円 P-1

森のペンションで思い思いにパン作り。道産小麦 100%の
焼き立てパンは、最高の味わい。お土産として持ち帰りも可
能。要予約。

陶芸体験

（ロッジニセコベアーズ）

寄付額

１５，０００円 P-2

大自然の中の工房で自由に陶芸体験。小さなお子様から年配の方まで、初めての方でもスタッフの指導の
もと「電動ろくろ」で、湯のみやお茶碗、お皿など様々な作品をつくることができます
（クラフト＆ギャラリー道里夢）
ふるさと納税のお申込みは、下記のいずれかでお願いします。
○下記、申込書をファックスか郵便で蘭越町役場にお送りいただくか、蘭越町公式ホームページ－ふるさと
納税からフォームに入力してください。後日、振込用紙をお送りしますので、郵便局より寄付金を納付して
ください。入金確認後２~３週間程度で、ご希望の返礼品をお送りします。
○「ふるさとチョイス」
、「ふるなび」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」のサイトから「蘭越町」を検索し、返礼品を選
び、クレジットカード等で決済してください。後日、ご希望の返礼品をお送りします。（一部掲載されていない返礼品
もあります。）
詳しくは、蘭越町役場商工労働観光課 0136-57-5111 にお問い合わせください。
事業者の都合で、返礼品をご用意できない場合は、事前に連絡の上、別の商品をご用意します。
蘭越町ふるさと納税申込書
ファックス送付先

0136-57-5112

寄付者氏名

（蘭越町役場）
使徒の指定
（ ）内に
○を記入
寄付額
ご希望の返礼品

（
（
（

住所

）水源涵養森林整備
）地域福祉
）地域産業

（
（
（

連絡先電話番号
）子供たちの育成
）図書館の蔵書充実
）その他まちづくり事業

円
（寄付額の後ろにあるアルファベットと番号（例 A-1）をご記入ください）

