2022
北

恵みを
の大地の
浦

堪能！

感謝の
臼町から

品を。

道内の手打ちそば同好会が、浦臼産ぼたんそばで腕を
振るいます。
そば打ち実演、そば食べ歩き、わんこそば大会や早食い
大会等の催しが行われます。
希少で幻のそばと言われる「ぼたんそば」をぜひご堪能
ください!

面積101. 83平方キロメートル、
四季折々の浦臼町の風 景は注目度が 高く、多くの写 真家が 撮 影に訪れます。
穏やかな気候に恵まれ 緑あふ れる自然で育まれた他とはひと味 違う特産品があります。
浦臼町は 坂本龍 馬ゆかりの地になっており、龍 馬の甥にあたる坂本直 寛や、
龍 馬の 養 嗣子である坂本直の妻・留及び 長 男・直 衛 が浦臼町に移 住しており、
道内外から多くの方が 訪れる３大イベント「うらうす夏の味覚まつり」
「 鶴沼ワインフェス」
｢新そば 収穫 祭in浦臼」があり、毎年多くの来場 者を楽しませています。
鶴沼公 園に隣 接する浦臼町自然休 養 村センターや道の駅では、宿泊・温 泉の利用客や

T O W N

蝦 夷地開拓を夢見ていた龍 馬の遺 志を継ぎ、浦臼町の開拓に尽力したと言われております。

U R A U S U

樺戸連山と雄 大な石狩川に挟まれ、いくつもの川や沼が点在しており、

浦臼町

北海 道中西部、空 知管内のほぼ 中央に位置し、

キャンプ場利用者で賑わいます。
お近くに来られた際は、ぜひお立ち寄りください！！

うらうす
浦臼産黒毛和牛の焼き肉をはじめ、地元産の新

日本最大級の広大な敷地を誇る鶴沼ワイナリー。
『鶴沼ワインフェス』では、ワ

鮮野菜、特産品など様々な味覚が楽しめるイベン

イン畑に囲まれながら、その年に解禁になるヴィンテージ物のワインや限定醸造

トです。

ワインが楽しめます。

ライブミュージックを聴きながら、美味しい品

また、地元空知の食

に舌鼓。ラストの花火大会では、間近で打ち上げら

材を使用し、ワインに

れるため、とても人気があります。

ピッタリの肉・魚料理
など工夫をこらした
シェフ達の料理があ
り、ワイン好きにはた
まらないフェスです!!

浦臼町

名産

名産

メロン

北のメロンランド田村園とJAピンネより、
浦臼町産の青肉メロン、
赤肉メロンを各種そろえております。
メロンの本場の北海道でも入手困難と言われるほど
希少な青肉メロン「キングメルティー」。
赤肉メロンの「ルピアレッド」は、
甘みたっぷりの果汁が凝縮され、
口の中で果肉がトロけます。

神内ファーム21

マンゴー

神内ファーム21

あか毛和牛

あか毛和牛の脂肪の含有量は8〜12％と少なく、

北海道特有の梅雨がなく

神内ファーム21
豊かな自然の中で「神内ファーム21」は広さ
約240ヘクタールの牧場を営んでおり、広

超熟「神内マンゴー」を育んでいます。

特にリブロースやサーロインなどの部位は

低脂肪・良たんぱくでコレステロールや
血圧の上昇を抑えるタウリンやビタミン等を含むなど、
機能性に富んだお肉でもあります。

夜は涼しくなりすぎないよう温度を調整する。

を行っております。ゆとりある環境で放牧さ
健康そのもの。自然がはぐくんだ極上の肉

また、放牧飼育によるあか牛は、

日中は太陽の恵みをたっぷりと浴び、
恵まれた気候条件と徹底した管理が、

赤身の味わいと適度な歯ごたえを感じられます。
程よい霜降りと相まって極上のおいしさです。

「冷涼寒暖」な気候を活かし、

大な土地を活かした大規模な肉牛の飼育
れた牛たちは、子牛の段階からストレスなく
質は神内和牛あか最大の特徴です。

絶品完熟フルーツ

極上和牛

浦臼町

南国の原産地に負けない糖度と
きめ細やかな果肉のマンゴーを皆さまに
お届けいたします。

1

7

8

9

350g以上 2玉入り糖度 12度以上

バラの花束

鶴沼ゲヴュルツトラミネール

発送可能期間：8月〜9月

発送可能期間：5月〜10月

北海道のあじわい便り
F−50セット

浦臼町では、1万円以上の

1万円

ご寄付をいただいた方全員に、
町内の協力企業等により

限定

200

セット

の寄付で貰える
お礼の品

ご寄付の回数に応じて、
年内で何度でも記念品を
贈呈させていただきます。

神内マンゴー

発送可能期間：通年

発送可能期間：通年

光糖度センサーによる品質チェックを受けた平均
糖度12度以上の高級マンゴーです。
香り高く、
芳醇
なマンゴー特有の甘さを十分に味わえる糖度で
す。
（色・形が不揃いとなっておりますので、
ご自宅
用としてどうぞ）

誕生日、
記念日、
特別な日でも何気ない日でもバラ
の花束をプレゼントに。
色：赤、
ピンク、
紫、
白
25本程度

驚くような甘さで濃厚な味わいが特徴のミニトマト
ジュースと、
リンゴ果汁を加えた栄養満点のにんじ
んジュースのセットです。
北海道のあじわい便りH-10セット ２
（トマト
｛無
塩、
有塩選択可｝
・にんじんMIX)

日本最大級の鶴沼ワイナリーで収穫された品種
のゲヴュルツトラミネールから造られた白ワイン
です。
鶴沼ゲヴュルツトラミネール 1本

● 神内ファーム21株式会社

● 井川バラ園

● 株式会社

● 浦臼酒販親交会

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

2

3

4

乾燥野菜ギフト
（８品入）

臼子ねぇさんワイン

発送可能期間：12月〜1月

発送可能期間：通年

北海道のあじわい便り
F−35セット

TEL.090-2052-0095

10

発送可能期間：通年

臼子ねぇさんワイン
赤白セット
発送可能期間：通年

北海道アグリマート

TEL.0125-67-3777
URL:https://www.hokkaido-agrimart.com

11

TEL.0125-68-2410

12

ジビエdeそらち エゾシカ
ジンギスカン

ジビエdeそらち エゾシカ
ソーセージ ４パックセット

発送可能期間：通年

発送可能期間：通年

様々な料理に使える乾燥野菜のセットです。
フレッ
シュな野菜を農家のおかあさんの手で真心を込め
て乾燥加工。
素材そのものを乾燥させていますの
で、
無添加で安心してお使いいただけます。

浦臼町のマスコットである臼子ねぇさんのラベル
が特徴の記念ワインです。
臼子ねぇさんワイン 1本
（赤または白を選択）

驚くような甘さで濃厚な味わいが特徴のミニトマト
ジュースと、
リンゴ果汁を加えた栄養満点のにんじ
んジュースにワイン用ぶどうを使用したぶどう
ジュースのセットです。
北海道のあじわい便りH-12セット
（トマト
｛無塩、
有
塩選択可｝
・にんじんMIX・ぶどう赤・白)

浦臼町のマスコットである臼子ねぇさんのラベル
が特徴の記念ワインです。
臼子ねぇさんワイン 2本
（赤・白）

国から国産ジビエ認証された「北海道シュヴルイユ浦臼
工場」
で処理されたエゾシカ肉を使用、
ＨＡＣＣＰを取り
入れた衛生管理と、ハイテク機器による徹底した検針に
て、
ジビエをここまで安心、安全にしました。
【エゾシカジ
ンギスカン 300g 5パック】

国から国産ジビエ認証された「北海道シュヴルイユ浦臼
工場」
で処理されたエゾシカ肉を使用、
ＨＡＣＣＰを取り
入れた衛生管理と、ハイテク機器による徹底した検針に
て、
ジビエをここまで安心、安全にしました。
【エゾシカノ
ンスモークソーセージ 240g（6本入） 4パック】

● 乾菜

● 浦臼酒販親交会

● 株式会社

● 浦臼酒販親交会

● 株式会社アイマトン

● 株式会社アイマトン

TEL.090-1306-9821

1万 2千円
の寄付で貰える
お礼の品

北海道アグリマート

TEL.0125-68-2410

TEL.0125-67-3777
URL:https://www.hokkaido-agrimart.com

5

6

TEL.0125-68-2410

13

TEL.0123-23-1105
URL:https//www.aimaton.info

14

TEL.0123-23-1105
URL:https//www.aimaton.info

15

限定

100

セット

神内マンゴー
510g以上

1玉入り

優品

発送可能期間：8月〜9月

乾燥野菜（8品）
＋ふりかけセット
発送可能期間：12月〜1月

ジビエdeそらち エゾシカクラカ
ウワーソーセージ ４パックセット
発送可能期間：通年

ジビエdeそらち エゾシカ
フランク ４パックセット

浦臼産ゆめぴりか精白米
5kg

発送可能期間：通年

発送可能期間：通年

光糖度センサーによる品質チェックを受けた平均
糖度１４度以上の高級マンゴーです。
香り高く、
芳
醇なマンゴー特有の甘さを十分に味わえる糖度で
す。北の大地に実った、
こだわりの南国果実をぜ
ひ、
お楽しみください。

様々な料理に使える乾燥野菜とふりかけのセット
です。
フレッシュな野菜を農家のおかあさんの手で
真心を込めて乾燥加工。
素材そのものを乾燥させ
ていますので、
無添加で安心してお使いいただけま
す。

国から国産ジビエ認証された「北海道シュヴルイユ浦臼
工場」
で処理されたエゾシカ肉を使用、
ＨＡＣＣＰを取り
入れた衛生管理と、ハイテク機器による徹底した検針に
て、
ジビエをここまで安心、安全にしました。
【エゾシカク
ラカウワーソーセージ 240g（6本入） 4パック】

国から国産ジビエ認証された
「北海道シュヴルイユ
浦臼工場」
で処理されたエゾシカ肉を使用、
ＨＡＣ
ＣＰを取り入れた衛生管理と、
ハイテク機器による
徹底した検針にて、
ジビエをここまで安心、
安全に
しました。
【240g
（3本入） 4パック】

粒が厚く、粘りがあり、食味がよく、炊き上がりに
はつやつやの艶がきれいな浦臼町で採れたお米
です。
浦臼産ゆめぴりか 精白米 5kg

● 神内ファーム21株式会社

● 乾菜

● 株式会社アイマトン

● 株式会社アイマトン

● ピンネ農業協同組合

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

TEL.090-1306-9821

TEL.0123-23-1105
URL:https//www.aimaton.info

TEL.0123-23-1105
URL:https//www.aimaton.info

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp
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18

限定

限定

500

発送可能期間：7月〜8月

発送可能期間：7月〜8月

27

500

セット

大玉赤肉メロン
2玉 詰合せ

26

限定

500

セット

大玉メロン
青肉赤肉詰め合わせ

25

セット

ホワイトコーン
（ピュアホワイト）
発送可能期間：8月上旬〜8月中旬

とうもろこし（イエロー） 5kg

とうもろこし（ホワイト） 5kg

ぼたんそば

発送可能期間：7月〜8月

発送可能期間：7月〜8月

発送可能期間：通年

そば粉

メロンの甘〜い香りにとろける果実。
さらに高糖度と３拍子揃
いの青肉メロンと、鮮やかな色彩と甘〜くジューシーな果肉の
赤肉メロンを詰合せてお届けします。青肉はキングメルティー
かスイートグリーン、赤肉はルピアレッドかティアラメロンをお
届けします。1.8kg以上2玉とボリュームたっぷりです。

鮮やかな色彩と甘〜くジューシーな果肉で大人気
のルピアレッドをお届けいたします。
8月になります
と糖度が高くなめらかな口当たりのティアラメロン
をお届けします。
どちらも1.8kg以上2玉とボリュー
ムたっぷりです。

ホワイトコーンの中でも特に
「フルーツを超える甘
さ」
として知られ、
その糖度は１７度以上になること
もあります。
果肉が軟らかく、
とてもおいしい人気の
トウモロコシです。
Ｍ/Ｌサイズ 12本〜15本入

肥沃な土壌で栽培され、
しっかりとした実入りと
際立つ甘さが特徴のとうもろこしです。
とうもろこし
（イエロー） 5kg

黄色のとうもろこしよりも糖度が高いため甘みが
強く、生のままでも食べることができる人気の品
種です。
とうもろこし
（ホワイト） 5kg

味や香りが豊かなぼたんそばは、
収量が少ないた
め
「幻のそば」
として根強い人気があります。
ぼたんそば粉 500g 4
北海道産打ち粉 500g 1

● 北のメロンランド

● 北のメロンランド

● 北のメロンランド

● ピンネ農業協同組合

● ピンネ農業協同組合

● ピンネ農業協同組合

田村園

TEL.0125-67-3651

田村園

TEL.0125-67-3651

19

20

田村園

TEL.0125-67-3651

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

21

20

発送可能期間：通年

キングメルティーメロン
2玉
発送可能期間：7月〜8月

レッドメロン

北海道の秀峰ピンネシリから流れ出る綺麗な水
と、
寒暖差の大きい恵まれた大地で育てられた赤
肉メロンです。
レッドメロン 2玉

● 浦臼町農産加工研究会

● ピンネ農業協同組合

● ピンネ農業協同組合

メロン

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

23

赤青セット

発送可能期間：7月〜8月

グリーンアスパラＭ・Ｓセット
（各1kg)
発送可能期間：5月〜6月

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

発送可能期間：通年

● ピンネ農業協同組合

● ピンネ農業協同組合

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

1万 5 千円
ミニトマト

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

32

3kg

発送可能期間：7月〜9月

栄養豊富な土壌で十分に育てられた、
根元までや
わらかい食感が楽しめるグリーンアスパラです。
グリーンアスパラM・S 各1kg

北海道の雄大な大地で育ち、
真夏の太陽をたくさ
ん浴びて、
おいしさをたくわえた酸味と甘みのバ
ランスがとれたミニトマトです。
ミニトマト 3kg

● ピンネ農業協同組合

● ピンネ農業協同組合

● ピンネ農業協同組合

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

10kg

発送可能期間：通年

24

赤肉メロンと青肉メロンの特徴を味わいながら食
べ比べできる贅沢セットです。
メロン赤青セット

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

31 浦臼産ふっくりんこ玄米

10kg

発送可能期間：7月〜8月

北海道だけで栽培され、
爽やかな香りと甘さを持
つ希少な青肉メロンのキングメルティーは、
自信
を持って皆様にお届けできる逸品です。
キングメルティーメロン 2玉

22

29 浦臼産ななつぼし玄米

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

2玉

一番美味しい時期の完熟トマトで作ったトマト
ジュースとワイン用のブドウを使用したジャムのセッ
トです。
手作りのため数量限定のこだわり商品です。
トマトジュース 1000ml 2本
ワインぶどうジャム 100cc 3個
TEL.0125-68-2111

30 浦臼産ふっくりんこ精白米

10kg

セット

かあさん手作り完熟トマトジュース
とワインぶどうジャムセット

28 浦臼産ななつぼし精白米
10kg

限定

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

の寄付で貰える
お礼の品

神内和牛あか100%
ビーフハンバーグ 10枚入り
発送可能期間：通年

神内和牛あかの赤身の部分をたっぷりと使用した
特製ビーフハンバーグです。一口頬張れば牛の力
強い旨みと肉汁がじゅわっと広がる人気NO.1の商
品です。
※原材料の一部に牛肉・小麦・卵・大豆を
使用しています。
● 神内ファーム21株式会社

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

33

男爵いも

20kg

発送可能期間：9月〜11月

「色が白く綺麗」
「 美味しい」
と評判の男爵いもで
す。
男爵いも 20kg

● ピンネ農業協同組合

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

34

35

42 浦臼産特別栽培米なな

36

つぼし精白米 15kg

44

45

43 浦臼産特別栽培米なな
つぼし玄米

15kg

発送可能期間：通年

浦臼産にんにく 2kg
発送可能期間：10月〜12月

神内和牛あか
ももしゃぶしゃぶ 200g 2パック
発送可能期間：通年

発送可能期間：通年

浦臼町の豊かな土壌と冬の厳しい自然で育てら
れたにんにくをぜひご賞味ください。
浦臼産にんにく 2kg

赤身がメインのヘルシーな部位で肉本来の味をお
楽しみいただけます。
脂身が少なく歯ごたえのある
もも肉でありながら硬すぎない肉質は、
幅広い年
代の方にオススメできるお肉です。

脂身が多いバラ肉を薄めにカット。
焼き物・煮物・炒
め物等々さまざまな用途に使える汎用性の高いお
肉です。
神内和牛あかの脂はさっぱりとしているの
でヘルシーにお召し上がりいただけます。

● ピンネ農業協同組合

● 神内ファーム21株式会社

● 神内ファーム21株式会社

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

37

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

38

鶴沼ワイン（赤）
・
臼子ねぇさんワイン（白）セット
発送可能期間：通年

ミニトマト
「ルネサンス」
と
ミニトマトジュースセット
発送可能期間：通年

キングメルティーメロン
5，6玉

神内和牛あか
バラ薄切り 200g 2パック

発送可能期間：7月〜8月

● ピンネ農業協同組合

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

39

46

北海道のあじわい便り
F−65
発送可能期間：通年

キングメルティーメロン
大玉4玉
発送可能期間：7月〜8月

レッドメロン

5，6玉

発送可能期間：7月〜8月

北海道だけで栽培され、
爽やかな香りと甘さを持
つ希少な青肉メロンのキングメルティーは、
自信
を持って皆様にお届けできる逸品です。
キングメルティーメロン 5，
6玉

北海道の秀峰ピンネシリから流れ出る綺麗な水
と、
寒暖差の大きい恵まれた大地で育てられた赤
肉メロンです。
レッドメロン 5，
6玉

● ピンネ農業協同組合

● ピンネ農業協同組合

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

47

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

48

レッドメロン

大玉4玉

発送可能期間：7月〜8月

マドンナスイカ
発送可能期間：7月〜8月

鶴沼ワインと臼子ねぇさんワイン2種類のワインを
お届けします。
鶴沼ワイン 1本
（赤）
臼子ねぇさんワイン 1本
（白）

濃厚なあじのミニトマト
「ルネサンス」
とそのミニト
マトをふんだんに使用して作られたトマトジュース
のセットです。
ミニトマト
「ルネサンス」 1kg
ミニトマトジュース200ml 5パック

驚くような甘さで濃厚な味わいが特徴のミニトマトジュー
スと、
リンゴ果汁を加えた栄養満点のにんじんジュースに
ワイン用ぶどうを使用したぶどうジュースのセットです。
北海道のあじわい便りH-12セット(ぶどう赤・白)
1kgジュース 3本(トマト{無塩、有塩選択可} 2・にんじ
んMIX 1)

北海道だけで栽培され、
爽やかな香りと甘さを持
つ希少な青肉メロンのキングメルティーは、
自信
を持って皆様にお届けできる逸品です。
キングメルティーメロン 大玉4玉

北海道の秀峰ピンネシリから流れ出る綺麗な水
と、
寒暖差の大きい恵まれた大地で育てられた赤
肉メロンです。
レッドメロン 大玉4玉

シャリシャリとした食感と適度な水分量があり、
糖
度が高いこだわりの浦臼町産マドンナスイカです。
ぜひご賞味下さい。
マドンナスイカ 1玉

● 浦臼酒販親交会

● 北海道アグリルネサンス株式会社

● 株式会社

● ピンネ農業協同組合

● ピンネ農業協同組合

● ピンネ農業協同組合

TEL.0125-68-2410

TEL.0125-69-2220

40

2 万円

の寄付で貰える
お礼の品

北海道アグリマート

TEL.0125-67-3777
URL:https://www.hokkaido-agrimart.com

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

49

41

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

50

限定

100

セット

鶴沼ワイン赤白セット
発送可能期間：通年

大玉メロン
たっぷり4〜5玉詰合せ
発送可能期間：7月〜8月

鶴沼ワイン（赤白）
・臼子ねぇさん
ワイン（白）3本セット
発送可能期間：通年

北海道のあじわい便り
F−80
発送可能期間：通年

日本最大級の鶴沼ワイナリー産ワインの2本セッ
トです。
鶴沼ワイン 2本(赤・白)

青肉はキングメルティかスイートグリーン1.8キロ
以上2〜3個。
赤肉はルピアレッドかティアラメロン
1.8キロ以上2〜3個。
とっても甘くて大人気の青肉
メロン赤肉メロンをボリュームたっぷりでお届けい
たします。

鶴沼ワイン2本に臼子ねぇさんワインを加えた3本
セットでお届けします。
鶴沼ワイン 2本(赤・白)
臼子ねぇさんワイン 1本(白)

プレサドール5北海道ジュースセット(マンゴー含む)
北海道のあじわい便りジュースH-12セット(トマト
{無塩、
有塩選択可}・にんじんMIX)
1kgジュース 1本(トマト{無塩、
有塩選択可})

● 浦臼酒販親交会

● 北のメロンランド

● 浦臼酒販親交会

● 株式会社

TEL.0125-68-2410

田村園

TEL.0125-67-3651

TEL.0125-68-2410

北海道アグリマート

TEL.0125-67-3777
URL:https://www.hokkaido-agrimart.com

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

51

3 万円

の寄付で貰える
お礼の品

52

鶴沼ワイン
赤白４本セット

神内和牛あか
上カルビ 240g

発送可能期間：通年

発送可能期間：通年

5万円

2パック

鶴沼ワインの豪華4本セットです。
鶴沼ワイン 4本(赤2・白2)

霜降りが適度に入って味は濃厚。脂のうまみ・甘
みと香りが楽しめます。
ジューシーな肉汁、
風味を
十分ご堪能いただける
「神内和牛あか」
の上カル
ビです。

● 浦臼酒販親交会

● 神内ファーム21株式会社

TEL.0125-68-2410

の寄付で貰える
お礼の品

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

54

53

57

55

58

神内和牛あか サーロイン
ステーキ2枚入り 360ｇ
発送可能期間：通年

発送可能期間：通年

お肉の王様とも呼ばれる高級部位のサーロイン。
適度に入るサシと、
赤身のバランスが美しく。
主に
ステーキとして使用される部位です。
やわらかな肉
質と溶けだす脂の甘みがあか肉の旨みを引き立て
ます。

赤身の中に適度に霜降りの入った高級部位ロー
ス。
肉質は柔らかく、
脂の甘みも感じられます。
薄切
りのため、
すき焼きやしゃぶしゃぶなどに最適なお
肉です。
お湯にくぐらせると霜降りの脂が溶け出し、
とり一層お肉の風味と甘みを引き立てます。

● 神内ファーム21株式会社

● 神内ファーム21株式会社

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

59

神内和牛あか
ロース薄切り 360g

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

60

61

限定

50

セット

神内マンゴー
350g以上

2玉入り

秀品

発送可能期間：8月〜9月

光糖度センサーによる品質チェックを受けた平均
糖度14度以上の高級マンゴーです。
香り高く、
芳醇
なマンゴー特有の甘さを十分に味わえる糖度で
す。北の大地に実った、
こだわりの南国果実をぜ
ひ、
お楽しみください。
● 神内ファーム21株式会社

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

北海道のあじわい便り
F−110
発送可能期間：通年

プレサドール5北海道ジュースセット
（マンゴー含む）
北海道のあじわい便りジュースH-12セット
（トマト
｛無塩、
有塩選択可｝
・にんじんMIX)
1kgジュース 4本
（トマト
｛無塩、
有塩選択可｝
・にん
じんMIX）
● 株式会社

北海道アグリマート

TEL.0125-67-3777
URL:https://www.hokkaido-agrimart.com

56

バラの花束
発送可能期間：5月〜10月

神内和牛あか
肩ロース薄切り 570g
発送可能期間：通年

神内和牛あか
肩ロースしゃぶしゃぶ 570g
発送可能期間：通年

適度な霜降りで風味が良い肩ロースをスライスし
ました。
”牛肉本来の味わい”をしっかりと感じとれ
る
「神内和牛あか」
のお肉の濃厚で上質な旨みをす
き焼き、
焼き肉、
その他のお料理でお楽しみくださ
い。

赤身と霜降りのバランスが良い肩ロースをしゃぶ
しゃぶ用にスライスしました。
お肉の美味しさが口
の中に広がり、
赤身の味わいと適度な霜降りは絶
品です。

カルビとして使用されるバラ肉の中でも美しい霜
降りが特徴の希少部位サンカクバラを使用したカ
ルビです。
プルプルとした食感と口の中で溶け出す
甘い脂は、
さながら大トロのようです。
通常のカル
ビよりも１ランク上の贅沢を楽しめる１品です。

● 井川バラ園

● 神内ファーム21株式会社

● 神内ファーム21株式会社

● 神内ファーム21株式会社

TEL.090-2052-0095

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

64

63

限定

限定

限定

セット

セット

セット

20

発送可能期間：7月〜8月
（お米10月）

発送可能期間：通年

誕生日、
記念日、
特別な日でも何気ない日でもバラ
の花束をプレゼントに。
色：赤、
ピンク、
紫、
白
50本程度

62

たっぷり5玉詰合せとななつぼし5キロゆめぴりか5キロ

神内和牛あか
特上カルビ 600g

20

神内マンゴー
350g以上

8玉入り 糖度12度以上

発送可能期間：8月〜9月

20

神内マンゴー

350g以上 2玉入り

特品

発送可能期間：8月〜9月

北海道のあじわい便り
F−200
発送可能期間：通年

キングメルティー 1.7kg以上2〜3玉
ルピアレッド 1.7kg以上2〜3玉
メロンの甘〜い香りにとろける果実。
さらに高糖度と3拍子揃いのキングメルティと、
鮮やかな色彩と甘〜く
ジューシーな果肉のルピアレッドを詰合せてお届けします。
10月には当園で育った新米ななつぼし5キロと
新米ゆめぴりか5キロを発送いたします。

光糖度センサーによる品質チェックを受けた平均
糖度12度以上の高級マンゴーです。
香り高く、
芳醇
なマンゴー特有の甘さを十分に味わえる糖度で
す。
（色・形が不揃いとなっておりますので、
ご自宅
用としてどうぞ）

光糖度センサーによる品質チェックを受けた平均
糖度15.5度以上の高級マンゴーです。神内マン
ゴーの中でも見た目、
糖度共に優れた最高ランク
の一品です。

プレサドール5北海道ジュースセット(マンゴーのみ)
プレサドール5北海道ジュースセット
北海道のあじわい便りジュース40本
（トマト
｛無塩、
有塩選択可｝
・にんじんMIX・ぶどう赤・白)
1kgジュース 2本（トマト
｛無塩、有塩選択可｝
・にんじんMIX）

● 北のメロンランド

● 神内ファーム21株式会社

● 神内ファーム21株式会社

● 株式会社

田村園

TEL.0125-67-3651

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

北海道アグリマート

TEL.0125-67-3777
URL:https://www.hokkaido-agrimart.com

65

10 万円

66

限定

限定

セット/月

セット/月

20

神内和牛あか シャトーブ
リアン 5枚入り 500g

の寄付で貰える
お礼の品

発送可能期間：通年

67

20

72

神内和牛あか ヒレステーキ
5枚入り 600g
発送可能期間：通年

最高級部位ヒレの中央にある太い芯の部分で、
1頭
から極わずかしか取れない希少部位です。
ヒレ特
有の脂肪が少なくきめ細やかな肉質とやわらかく
ジューシーな味わいを兼ね備え、
噛むほどに肉汁
があふれ出す至上の一品です。

別名お肉の女王と呼ばれる高級部位のヒレ。
余分な
霜降りがほとんどなく、赤身のスマートできめ細や
かな肉質は美しいの一言。非常にやわらかく、神内
和牛あかの特徴である赤身の、
ジューシーで力強い
旨みを最も感じることができるお肉でもあります。

● 神内ファーム21株式会社

● 神内ファーム21株式会社

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

20万円以上の寄付で貰えるお礼の品
浦臼産ななつぼし、
ふっくりんこ、
ゆめぴりか
各5kg 8回定期配送
発送可能期間：通年

浦臼産ななつぼし、
ふっくりんこ、
ゆめぴりか
各5kgを8回定期配送

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

73

【 プレミア賞品 2 】

季節の農産物セット
発送可能期間：通年

69 浦臼産ゆめぴりか精白米

68

【 プレミア賞品 1 】

浦臼産ななつぼし、
ゆめぴりか各5kg 10回定期配送
キングメルティーメロン2玉 レッドメロン2玉
馬鈴薯10kg とうもろこしイエロー5kg

10kg 6回定期配送

70 浦臼産ななつぼし精白米
限定

10

セット

北海道のあじわい便り
F−300

神内マンゴー
510g以上

発送可能期間：通年

2玉入り

特品

プレサドール5北海道ジュースセット(マンゴーのみ)
プレサドール5北海道ジュースセット
北海道のあじわい便りジュース40本
（トマト
｛無塩、
有塩選択可｝
・にんじんMIX・ぶどう赤・白)
1kgジュース 1本(にんじんMIX) 北海道サイダー30本

光糖度センサーによる品質チェックを受けた平均
糖度15.5度以上の高級マンゴーです。神内マン
ゴーの中でも見た目、
糖度共に優れた最高ランク
の一品です。

● 株式会社

● 神内ファーム21株式会社

TEL.0125-67-3777
URL:https://www.hokkaido-agrimart.com

※記念品は事業者から寄付者へ直接送付いたしますので、
寄付者
（配達先）
のご住所・お名前・電話番号を浦臼町から当該事業者へ提供する
必要があります。
その旨ご了承ください。

ご注意

※写真は実際の記念品を撮影したものですが、
実物とは多少印象が異なる場合があります。
ご了承ください。
※全ての商品については数に限りがあります。
品切れとなった商品や期間限定品については、
場合によって選択していただいた記念品の贈呈が
できない可能性があります。
申し訳ございませんが、
その際は再度別の記念品をお選びいただくことがございます。

● ピンネ農業協同組合

TEL.0125-67-3301
URL:https://www.jinnaifarm21.co.jp

TEL.0125-76-2226
URL:https://www.japinne.or.jp

クレジットカードの場合

下記の2サイトから申込が可能です。

各ふるさと納税サイトからお申込をしてください。

FAXの場合は、申込用紙を送付いたしますので、
浦臼町役場総務課庶務係までお問い合わせください。
浦臼町役場総務課庶務係

TEL.0125-68-2111 FAX.0125-68-2285

銀行振込の場合
左記の方法により申込完了後、最寄りの金融機関
から下記の口座へお振り込みください。
北門信用金庫 浦臼支店（ホクモンシンヨウキンコ
普通口座

ウラウスシテン）

0120645

浦臼町会計管理者（ウラウスチョウカイケイカンリシャ）

受領証明書が届く

FAXによるお申し込みの場合

左記の方法により申込完了後、払込取扱票を郵送
いたしますので、最寄りの郵便局からお振り込みく
ださい。

返礼品が届く

ふるさと納税サイトから申し込みの場合

郵便振替の場合

【お問合せ先】

URL:https://www.japinne.or.jp

10kg 8回定期配送

入金をする

手続きの
流れ

TEL.0125-76-2226

71 浦臼産ふっくりんこ精白米

お申込をする

ふるさと納税

● ピンネ農業協同組合

発送可能期間：通年

発送可能期間：8月〜9月

北海道アグリマート

10kg 8回定期配送

入金後、各事業者様より
返礼品が届きます。
※返礼品によって、発送に時間がかか
る場合がございますので、あらかじ
めご容赦願います。

入金後、浦臼町から受領証明
書が届きます。証明書は確定
申告に必要なので大切に保管
してください。
寄付された翌年1月1日現在で
お住いの自治体へ申告するこ
とで税額控除の適用を受けら
れます。

確定申告が不要！

ワンストップ特例制度
従来はふるさと納税をして税金の控除を受けるには、確定申告が必要でしたが、
確定申告をしたことがない方にとっては、面倒なもの。
条件付ではありますが、確定申告が不要になり、手続きが簡素化されるものが
「ワンストップ特例制度」です。

度
特例制
プ
ッ
ト
ワンス
とは ？

以下の条件の方はワンストップ特 例申請が便利です!!

1

※�つの条件に当てはまる人が対象です

2

もともと確定申告をする必要が無い
給与所得者等である人

1年間の寄付先が5自治体以内
※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であれば
ワンストップ特例制度をご活用いただけます。

お 申し込 み方 法
寄 付時に申請書の送 付を申し込んでください 。
ふるさと納税サイト
から
お申し込みの場合

寄 付の申し込みフォームにある
「自治体からのワンストップ特例
申請書の送付」にて、
「 希望する」
を選択してください。

FA Xによる
お申し込みの場合

申込用紙に「ワンストップ特例申請を
希望する」
に丸印をつけてください。

➀お申し込み完了後、浦臼町からワンストップ特例申請書が郵送されます。

提出書類の

準備
● ワンストップ特例申請書
● 添付書類

提出書類の

郵送

必要事項を記入してください。

➁下記の【A】
【 B】どちらかの添付書類をご用意ください。
添付書類パターン【A】

添付書類パターン【B】

マイナンバーカードの写し（表・裏）

マイナンバー通知
カードのコピー
住民票のコピー
（個人番号付）

運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者
手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留
カード、
特別永住者証明書のいずれかのコピー

申請書及び添付書類が準備できましたら、令和5年1月10日までに
下記宛先まで郵送願います。
届き次第、浦臼町からお住いの自治体へ税控除の手続きをさせていただきます。
【 宛 先 】 〒���-���� 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ���番地の��
浦臼町役場 総務課庶務係

「ふるさと浦臼応援基金」に関するお問合せや寄付の申込については下記までご連絡ください。

浦臼町 役 場 総 務 課 庶 務 係

〒061- 0692

北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15

TEL .0125-68-21 1 1

FAX.0125-68-2285

furusato@town.urausu.lg.jp

浦臼町ホームページ

https://www.town.urausu.hokkaido.jp

ふるさと浦臼応援基金

https://www.town.urausu.hokkaido.jp/furusato/

