
永遠に持続できるふるさとの海、山、健康づくりを進め、
誇りを持って未来を担う子どもたちに引き継ぐまちづくりを進めるため、

「ふるさと・るもいの応援団」を募っています。

若者たちが萌えるまち

留萌市
ふるさと納税

平成28年度版

お礼品カタログ
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MOI CITY SUPPORT FUND 

HOME TOWN TAX

Ⅰ 1万円以上3万円未満の寄附者の方は、以下のとおり選択できます。
①1万円コースから1点

Ⅱ 3万円以上5万円未満の寄附者の方は、以下の2通りの選択方法があります。
①3万円コースから1点
② 1万円コースから3点

Ⅲ 5万円以上の寄附者の方は、以下の3通りの選択方法があります。
①5万円コースから1点
② 3万円コースから1点、1万円コースから2点
③ 1万円コースから5点

お礼品の
選択方法



味付数の子（奥義）
内 容：味付数の子 360g

カナダ産の厳選された数の子を鰹
風味豊かなだしと醤油で味付けし
ました。
一本一本丁寧に並べて箱詰めして
おりますので贈り物としてお勧め
の逸品です。

事業者：株式会社加藤水産

味付数の子
内 容：味付数の子　500g

本品は厳選した（本場カナダ産）
数の子を使用しております。熟練
した職人が塩抜きし、丁寧に下
処理した数の子を当社独自のだ
し汁で二段仕込みした極上の逸
品です。

事業者：株式会社やまか

数の子セット
内 容：	うまいかずのこ味付白醤油　100g	

うまいかずのこ味付黒醤油　100g	
数の子屋さんが造った松前漬　250g	
数の子にしん　1尾

数の子生産量日本一の留萌市。
ポリポリとした食感の良さと緩
やかな弧を描く美しい数の子を
様々な商品にして詰め合わせま
した。

事業者：	株式会社加藤水産／安達産業株式会社／鈴木水産株式会社

数の子バラエティセット
内 容：	味付数の子（明太味　80g・醤油味　80g）　1袋	

うまいかずのこ味付白醤油　100g	
うまいかずのこ味付黒醤油　100g	
うまい群来　80g×2個

数の子生産量日本一の留萌市。
色々なバリエーションを詰め合
わせました。ポリポリとした食感
をぜひお楽しみください。

事業者：鈴木水産株式会社／株式会社加藤水産

にしんセット
内 容：	北の味一番　250g	

ぬかにしん（塩とぬか）　1尾	
明太にしん〔2尾入〕　1袋	
やん衆造り鰊きりこみ　300g	
にしんの親子漬　100g

昔、にしん漁で栄えたマチ留萌市。
昔ながらの保存食の糠にしんや、
にしん切込みを始め甘酢漬けや明
太味のにしんなど様々な味の特産
品「にしん」を味わえるセット。

事業者：	有限会社ヤマジョウ食品／安達産業株式会社／株式会社加藤水産	
鈴木水産株式会社／株式会社浜本商店

親子セット
内 容：	味付数の子（明太味　80g・醤油味　80g）　1袋	

うまいかずのこ味付黒醤油　100g	
ぬかにしん（塩とぬか）　1尾	
にしんの親子漬　100g	
数の子にしん　1尾

留萌伝統の保存食「糠にしん」を
始め、生産量日本一の「数の子」
まで留萌市を堪能できるセット。

事業者：	鈴木水産株式会社／株式会社加藤水産／安達産業株式会社	
株式会社浜本商店

糠セット
内 容：	ぬかにしん（塩とぬか）　2尾	

やん衆造り糠さんま　3尾	
味付にしん一夜干し　〔3枚入〕　2袋	
数の子にしん　1尾

昔から引き継がれてきた保存食
である「糠にしん」など、様々な
焼き魚を楽しめるセット。各商品
の香りと旨味をお楽しみくださ
い。

事業者：	安達産業株式会社／鈴木水産株式会社／株式会社三輪食品

A‐1申込
番号

A‐3申込
番号

A‐5申込
番号

A‐2申込
番号

A‐7申込
番号

A‐4申込
番号

A‐6申込
番号

※	写真はイメージです。

1万円コース

A‐水産加工品



※	写真はイメージです。

留萌市を代表する水産加工品で人気のある魚卵3つを詰め合わせま
した。
市内の寿司屋「丸喜」さんがつくる冬の時期しか味わう事が出来ない
カジカの子を味わってください。

塩たらこ
内 容：たらこ　500g

ベーリング海にて漁獲された
「すけそうたら」の卵を使用して
います。当社独自の味付をし、高
級たらこに仕上げた逸品です。
ぜひご堪能下さい。

事業者：株式会社加藤水産

たらこ（紅艶美人）
内 容：たらこ　500g

貴重なスケソウダラの完熟卵を
丹念に厳選し、北海道暑寒岳の
麓から流れる名水で仕上げた極
上の逸品。

事業者：株式会社やまか

ソーラン巻セット
内 容：	にしんソーラン巻〔1本〕　2個	

ほたてソーラン巻〔1本〕　2個

北海道産の昆布で新鮮なにしん
を巻き上げた贅沢な昆布巻き。
鰊は1本分、ホタテは3個分ぎっ
しり入っています。留萌市の逸品
です。

事業者：有限会社丸善うしろ商店

珍味 
内 容：	カットサーモン	130g	

ほっけ燻製	190g	
やん衆造り味付にしん	170g	
とばせん	60g

海産物が豊富な留萌市ならでは
の珍味を詰め合わせました。酒
のつまみにピッタリ。

事業者：	株式会社ヤマニ野口水産／鈴木水産株式会社	
株式会社フタバ製麺

3種の魚卵セットA
《数量・期間限定：12月～1月まで》
10セット限定
※12月から受付開始

内 容：	真カジカの子	200g	
うまいかずのこ白醤油	100g	
たらこ	90g

事業者：	株式会社丸喜／株式会社加藤水産

みがき鰊（本乾）
《期間限定：9月上旬

～2月上旬まで》
※9月から受付開始
内 容：みがき鰊（本乾）	1㎏

かつてニシン漁で栄えた留萌市
の伝統保存食。うまみが凝縮さ
れています。米のとぎ汁で戻して
から漬け物や煮物などに。

事業者：安達産業株式会社

魚卵詰め合わせ
内 容：	北海味栞（たらこ・明太子・	

味付いくら・味付数の子）	
各100g

北海味栞（たらこ・明太子・味付
いくら・味付数の子）の詰め合わ
せ。

事業者：井原水産株式会社

A‐9申込
番号

A‐11申込
番号

A‐13申込
番号

A‐8申込
番号

A‐10申込
番号

A‐12申込
番号

A‐14申込
番号

A‐15申込
番号

北海道産いくら醤油漬 300g

内 容：	いくら醤油漬 150g×2

9月～10月の旬の時期に獲れ
た北海道産秋鮭の新鮮な鮭卵
を使用し当社の独自のタレで漬
け込みました。温かいご飯にた
っぷりとのせて、豪快にお召し
上がりください。北海道・留萌か
ら、真心を込めてお届けします。

事業者：株式会社ヤマニ野口水産

1万円コース

rumoi045
スタンプ



お菓子セット《期間限定：4月～12月末まで》
内 容：	KAZUMOちゃんのおめめまんじゅう〔6個入〕	1箱	

サクサク数の子	2個、	黒潮太鼓	2枚、		
夕日のきれいな街	2個、	ぷるるんかぼ羊かん	1個	
あわび最中	1個、	留萌いも	1個、	るもいの星	1個

留萌市内のお菓子屋さんを一つ
に詰め合わせました。夕日や数
の子など留萌らしさのあるお菓
子をぜひ味わってください。

事業者：	おみやげ処	お勝手屋萌／株式会社千成家	
のんのん／一久庵／タマムラ／ルモンド

留萌産黒毛和牛種あずま牛咖
内 容：留萌産黒毛和牛種あずま牛咖喱　200g×3箱

留萌産黒毛和牛「あずま牛」をたっぷり使用
した留萌産オリジナルカレー。市内の洋食店
「美食酒家・司」があずま牛をカレーに仕上
げました。

事業者：南るもい農業協同組合

※	写真はイメージです。

※	写真はイメージです。

乾麺パスタセット
内 容：	ルルロッソパスタ（細麺）　200g	

ルルロッソパスタ（全粒粉平麺）　200g	
もっちり米パスタ（細麺）　200g	
もっちり米パスタ（平麺）　200g	
パスタソース（糠にしんのペペロンチーノ）	60.4g×2個

豊かな風味とコシを楽しめる「ルルロッソパスタ」と留萌千望
高校の生徒が考案した「もっちり米パスタ」。留萌市の特産品の
一つ糠ニシンを使用したソースが付いた「留萌市のパスタ」を
堪能できるセット。

事業者：株式会社フタバ製麺

ルルロッソパスタセット（にしん）
内 容：	ルルロッソ生パスタ（フィットチーネ）　240g	

ルルロッソ生パスタ（タリオリーニ）　240g	
ルルロッソ生パスタ（スパゲッティ－ニ）　240g	
パスタソース（糠にしんのペペロンチーノ）	60.4g×4個

留萌産小麦ルルロッソを使った豊かな風味とコシが楽
しめるパスタ。北海道の食の達人たちが推薦する「北の
ハイグレード食品」にも認定された商品を十分に楽しん
でもらえるセット。留萌市の特産品でもある「糠にしん」
をペペロンチーノ風にしたソースもお楽しみ下さい。

事業者：株式会社フタバ製麺

ルルロッソパスタセット（あずま牛）
内 容：	ルルロッソ生パスタ（フィットチーネ）　240g	

ルルロッソ生パスタ（タリオリーニ）　240g	
ルルロッソ生パスタ（スパゲッティ－ニ）　240g	
パスタソース（あずま牛パスタソース）	160g×2個

留萌産小麦ルルロッソを使った豊かな風味とコシが楽し
めるパスタ。北海道の食の達人たちが推薦する「北のハイ
グレード食品」にも認定された商品を十分に楽しんでも
らえるセット。市内の洋食店「美食酒家・司」が開発したあ
ずま牛を使用したパスタソースもお楽しみください。

事業者：株式会社フタバ製麺／南るもい農業協同組合

乾麺セット
内 容：	ごまうどん	180g×8束／夕焼け蕎麦	200g×2箱

北のハイグレード食品「ルルロッ
ソパスタ」を製造しているフタバ
製麺の「うどん・そばセット」。材
料は全て、北海道産の物を使用
しています。

事業者：株式会社フタバ製麺

南るもい産ななつぼし（8kg）
内 容：南るもい産ななつぼし（5kg、1.5kg×2袋）　8kg

留萌市をはじめとする南るもい地域
は、道内トップクラスの「おいしいお米
の生産地」です。代表的な品種の「なな
つぼし」については、全国食味分析鑑定
コンクールにおいて3年連続「金賞」を
受賞するなど、品質の高さが北海道内
外に認知されつつあります。

事業者：南るもい農業協同組合

乾燥大根・りんごセット
《期間限定：10月下旬～3月上旬まで》
※10月から受付開始
内 容：	てぎり干し大根	50g×5袋／りんごのきもち	25g×2袋

低温乾燥で栄養価を失わない減圧平衡発
熱乾燥機を使用した商品を詰め合わせまし
た。美味しさと栄養価をギュッと凝縮して
おり、全て手作業で行っているため生産者
の温かみを感じることが出来るセットです。

事業者：るもい農業「人」と「食」の交流推進協議会／おみやげ処	お勝手屋萌

B‐1申込
番号

B‐3申込
番号

C‐1申込
番号

D‐1申込
番号

C‐2申込
番号

D‐2申込
番号

B‐2申込
番号

B‐4申込
番号

1万円コース

D‐お菓子セット等

C‐農産品セット

B‐麺セット

rumoi043
タイプライターテキスト
《数量限定：３セット限定》

rumoi045
スタンプ

rumoi045
スタンプ



※	写真はイメージです。

オリジナル
ジンギスカンセット

内 容：	豚ジスカン（特選）　800g	
チキンジスカン　500g

道内産の豚肉を使用した「特選」と鶏肉
を使用した「チキンジスカン」のセット。
留萌市民に愛される定番食材です。

事業者：株式会社中央スーパー

豚ジスカン食べ比べセット
内 容：	豚ジスカン（特選）	800g	

豚ジスカン（ピリ辛）	400g

道内産の豚肉を使用した「特選」と豆板
醤を加えた「ピリ辛」の食べ比べセット。
どちらもご飯が進む一品です。

事業者：株式会社中央スーパー

E‐1申込
番号

E‐2申込
番号

再織ハンカチ
内 容：	サイズ20㎝×20㎝、2枚届きます。(柄はおまかせ)

再織（シェニール織）は、暖かみあ
る独特の風合いが特徴の織物で
す。一度織り上げた織物を縦糸
に添って切断し、横糸として再び
織り上げる、非常に手の込んだ
作業を必要とする、高品質織物
として知られています。再織は、
優しい肌触りに加え、吸湿性の
良さ、ノーアイロンなどの機能を
併せ持つ、両面にガラ表現のあ
る高品質なジャガード織物です。

事業者：オーヤパイル株式会社

全周ゴム付き
あったかアクリルボアフィットシーツ(布団用）
内 容：	ブルーorピンクorベージュ

とっても暖かいアクリル
ボア素材。全周スパンゴ
ム縫製なので、取付け簡
単。ずれにくいので、とっ
ても使いやすいです。

事業者：三和シール工業株式会社

W‐5申込
番号

W‐4申込
番号

留萌市では、和歌山県橋本市との間で、互いの地域
の魅力を体感できる特産品をふるさと納税返礼品に
相互登録を開始することとなりました。
留萌市に寄附された方は、橋本市の特産品である次
の5品についてもお選びいただくことができます。
橋本市は、和歌山県北部に位置し、全国有数の柿の
産地であるとともに、古くから高級感あふれるパイル
織物の一大産地です。

たねなし柿
内 容：12玉～15玉	

種がなく非常に食
べやすく、甘くてま
ろやかな口当たり
が人気のたねなし
柿です。

事業者：紀北川上農業協同組合

あんぽ柿
内 容：12個入

たねなし柿を機械乾燥
にて水分を乾燥させて
おり、種がなく食べやす
く柿本来の甘味を濃縮
させた深い味わいと柔
らかさが特徴です。

事業者：柳フルーツ園

南高梅二種詰め合わせ
内 容：	12粒入	

南高梅を原料に、はちみつと三
温糖を使用した調味液に漬け込
んだ『甘口はちみつ梅干し』と、
特製のうす塩味の調味液に漬け
込んだ『うす塩味梅干し』を一粒
ずつ包装した高級梅干しです。ど
ちらの商品も塩分6％です。

事業者：紀北川上農業協同組合

W‐1申込
番号

W‐3申込
番号W‐2申込

番号

橋本市の特産品も
選択できます。

留萌市と
連携

1万円コース
E‐豚ジスカンセット

rumoi043
タイプライターテキスト
期間限定：10月上旬　　　　　以降※10月10日まで申込　受付

rumoi043
タイプライターテキスト
期間限定：10月20日　　　　　～１月10日※10月１日から12月31日　まで申込受付

rumoi045
スタンプ

rumoi045
スタンプ



漬け物セット
内 容：	やん衆にしん漬け　300g	

やん衆鮭漬け　200g	
大根粕漬け　半割

かつてニシン漁で栄えた留萌市。
やん衆たちも食べていた北海道
を代表する漬け物「やん衆にしん
漬け」を始め、どこか懐かしさを
感じる留萌市の漬物を詰め合わ
せました。

事業者：株式会社丸タ田中青果

北海道の食の達人たち
が推薦する北のハイグ
レード食品に選ばれた
「ピクルス」の詰め合わ
せ。

北海道の食の達人たちが推薦
する北のハイグレード食品に
選ばれた「ルルロッソ生パスタ」
「ピクルス」の詰め合わせ。

新留萌市史
内 容：	新留萌市史　本　編　B版1,129ページ	

新留萌市史　資料編　B版	 	514ページ

太古の留萌から現代の留萌にいたるまで、
4部構成で詳しく掲載しています。

事業者：留萌市

F‐1申込
番号

ピクルスセット
内 容：	じゃがいもピクルス　1瓶	

ミックスピクルス　1瓶	
長いもピクルス　1瓶	
※野菜の入荷次第によっては商品が入れ替わることがあります。

事業者：株式会社丸タ田中青果

F‐2申込
番号

北のハイグレード食品セット
内 容：	ルルロッソ生パスタ（フィットチーネ）　240g×2袋	

じゃがいもピクルス　1瓶	
ミックスピクルス　1瓶	
※野菜の入荷次第によっては商品が入れ替わることがあります。

事業者：株式会社丸タ田中青果／株式会社フタバ製麺

F‐3申込
番号

G‐1申込
番号

※	写真はイメージです。

※	写真はイメージです。

このカタログは、平成28年8月1日現在の
お礼品について、掲載しております。
季節限定品など、カタログに掲載していな
いお礼品の追加や品切れによる申込の一
時中止を行っている場合がございます。
最新情報は、留萌市ホームページ
（http://www.e-rumoi.jp）をご確認くだ
さい。

1万円コース

G‐新留萌市史

F‐漬物・ピクルスセット等



数の子セット
内 容：	すぐたべられる数の子　300g	

数の子屋さんが造った松前漬　250g×2個	
味付数の子（明太味　80g・醤油味　80g）　1袋	
うまいかずのこ味付白醤油　100g×2個	
うまいかずのこ味付黒醤油　100g×2個

数の子生産量日本一の留萌市。
色々な数の子商品を詰め合わせ
ました。ポリポリとした食感をぜ
ひお楽しみください。

事業者：安達産業株式会社／鈴木水産株式会社／株式会社加藤水産

にしんセット
内 容：	北の味一番にしん	250g×2個／ぬかにしん（塩とぬか）	1尾	

本漬蔵出し糠にしん	1尾／やん衆造り糠にしん	1尾	
数の子にしん	1尾／明太にしん〔2尾入〕	1袋	
やん衆造り鰊きりこみ	300g／鰊きりこみ	300g	
にしん親子漬（箱）〔100g×5枚〕	2箱	
にしんのマリネ	110g×2個

昔、にしん漁で栄えたマチ留萌市。
昔ながらの保存食の糠にしんや、
にしん切込みを始め甘酢漬けや明
太味のにしんなど様々な味の特産
品「にしん」を味わえるセット。

事業者：	有限会社ヤマジョウ食品／安達産業株式会社／鈴木水産株式会社	
株式会社加藤水産／株式会社浜本商店

塩数の子（煌）
内 容：	塩数の子　500g

熟練の技で仕上げられた最高級
の逸品。口に含めば海の幸。世界
の海から選りすぐった原卵を、厳
しい品質管理のもと独自の製法
で高級数の子に仕上げました。
ブランドへの誇りと、味へのこ
だわりが見事に融合した商品で
す。

事業者：株式会社やまか

3種の魚卵セットB
内 容：	味付数の子（奥義）	360g	

塩たらこ	500g	
辛子明太子	500g

味付数の子（奥義）
塩たらこ
辛子明太子のセット。

事業者：株式会社加藤水産

4種の魚卵セット
《数量・期間限定：12月～1月まで》
10セット限定
12月から受付開始
※真カジカの子は準備中です。
内 容：	真カジカの子	200g／すぐたべられる数の子	300g	

たらこ	300g／いくら醤油漬	100g

市内の寿司屋「丸喜」さんがつくる
冬の時期しか味わう事が出来ない
カジカの子をはじめ、お正月にぴ
ったりな数の子・イクラ・たらこを
詰め合わせました。

事業者：株式会社丸喜／安達産業株式会社／株式会社ヤマニ	野口水産

H‐1申込
番号

H‐3申込
番号

H‐5申込
番号

H‐2申込
番号

H‐4申込
番号

※	写真はイメージです。

南るもい産ななつぼし（20kg）
内 容：南るもい産	ななつぼし 〔10kg×2袋〕　20kg

留萌市をはじめとする南るもい
地域は、道内トップクラスの「お
いしいお米の生産地」です。代表
的な品種の「ななつぼし」につい
ては、全国食味分析鑑定コンクー
ルにおいて3年連続「金賞」を受
賞するなど、品質の高さが北海
道内外に認知されつつあります。

事業者：南るもい農業協同組合

H‐6申込
番号

※	写真はイメージです。

3万円コースH‐3万円コース

rumoi045
スタンプ



5種の魚卵セット
内 容：	味付数の子（奥義）	360g	

塩たらこ	500g	
辛子明太子	500g	
子持昆布	400g	
糠にしん	5尾

味付数の子（奥義）／塩たらこ
辛子明太子／子持昆布
糠にしんのセット。

事業者：株式会社加藤水産

5種の魚卵セット
内 容：	味付数の子（御寿味付）	500g	

釣りたらこ	400g	
味付子持ち昆布	250g		
味付いくら	500g	
番屋漬	5尾

味付数の子（御寿味付）
釣りたらこ／味付子持ち昆布
味付いくら／番屋漬のセット。

事業者：井原水産株式会社

3種の魚卵セット
内 容：		味付数の子（御寿味付）	500g	

釣りたらこ	400g	
味付子持ち昆布	250g

味付数の子（御寿味付）
釣りたらこ／味付子持ち昆布の
セット。

事業者：井原水産株式会社

I‐1申込
番号

I‐2申込
番号

I‐3申込
番号

I‐5申込
番号

H‐7申込
番号

H‐9申込
番号

I‐4申込
番号

H‐8申込
番号

北海道産いくら醤油漬
100g×10
内 容：	いくら醤油漬 100g×10

内 容：	あずま牛ロースステーキ	
約350g×2枚

9月～10月の旬の時期に獲れた
北海道産秋鮭の新鮮な鮭卵を使
用し当社の独自のタレで漬け込
みました。温かいご飯にたっぷり
とのせて、豪快にお召し上がりく
ださい。北海道・留萌から、真心
を込めてお届けします。

事業者：株式会社ヤマニ野口水産

事業者：南るもい農業協同組合

あずま牛肩ロースすき焼き用
《数量・期間限定：8月1日～8月31日まで》
30セット限定

あずま牛ロースすき焼き用
《数量・期間限定：8月1日～8月31日まで》
15セット限定

北海道産いくら醤油漬100g×7
内 容：	あずま牛ロース	約600g

内 容：	あずま牛ロース	
約700g

内 容：	いくら醤油漬 100g×7

9月～10月の旬の時期に獲れた北
海道産秋鮭の新鮮な鮭卵を使用し
当社の独自のタレで漬け込みまし
た。温かいご飯にたっぷりとのせ
て、豪快にお召し上がりください。
北海道・留萌から、真心を込めてお
届けします。

事業者：南るもい農業協同組合

事業者：南るもい農業協同組合

事業者：株式会社ヤマニ野口水産

※	写真はイメージです。

※	写真はイメージです。

留萌市で唯一生産されている黒
毛和牛「あずま牛」。オレイン酸
を豊富に含んだ上質な味わいと
なっております。

留萌市で唯一生産されている黒
毛和牛「あずま牛」。オレイン酸
を豊富に含んだ上質な味わいと
なっております。

あずま牛ロースステーキ
《数量・期間限定：8月1日～8月31日まで》
15セット限定

留萌市で唯一生産されている黒
毛和牛「あずま牛」。オレイン酸
を豊富に含んだ上質な味わいと
なっております。

3万円コース

5万円コース

H‐3万円コース

I‐5万円コース

rumoi045
スタンプ

rumoi045
スタンプ



別記様式第1号（第2条関係）

寄 附 申 込 書

平成　　年　　月　　日
　　　留萌市長　宛

下記のとおり、「若者たちが萌えるまち」留萌市応援寄附条例に基づく寄附による応援をしたいので、申し込みます。

記

１　寄附金額　　金　　　　　　　　　　　円　（下限額：1,000円）

２　寄附金で応援する事業を、次の寄附事業から指定してください。
※　指定先の記入がない場合、条例により市長が寄附事業を指定します。
※　	「寄附金が目的通り活用できない場合は返還を希望する」旨の「負担付寄附」の取扱いはこの寄附金では予定して
おりませんのでご留意ください。

寄 附 事 業 の 区 分 指定先
（○印を付け

てください） 寄附金額

萌える若者たちのまちづくりに関する事業 円

ふるさとの海づくり・里山づくりに関する事業 円

ニシン文化の継承に関する事業 円

食のブランド化、食育に関する事業 円

健康で輝きのある元気づくりに関する事業 円

安心して暮らせる地域医療づくりに関する事業 円

こどもの健全な育成に関する事業 円

上記に掲げる事業のほか、留萌市が推進する事業
（右の括弧内に具体的分野を記入してください）（� ） 円

３�　寄附事業の区分及び寄附金額は公表しますが、その時にお名前、住所（市町村名まで）の公表を望まれますか。�
次のいずれかに○印をお願いします。
⑴　氏名、住所の公表に同意します。	（例：○○事業、○○円、留萌太郎、北海道留萌市）
⑵　氏名の公表に同意します。	 （例：○○事業、○○円、留萌花子、非公表）
⑶　住所の公表に同意します。	 （例：○○事業、○○円、寄附者A、北海道留萌市）
⑷　匿名を希望します。	 （例：○○事業、○○円、匿名希望）

４�　メッセージ（留萌とのゆかりなど、ご自由にお書きください。）�
※　お寄せいただいたメッセージは、匿名で公表する場合があります。

お名前
（団体名）

（郵便番号）
ご住所

ご連絡方法
電話 FAX

メールアドレス



留 萌 市 応 援 寄 附 選 択 用 紙

１．希望する寄附（入金）の方法に○印をお願いします。
⑴ ゆうちょ銀行の振替口座に振り込み（専用の振込用紙を送付します。）
⑵ 	クレジットカード決済による寄附（Yahoo!公金支払いを利用しますので、インターネット環境が必要です。後
日納付番号をお知らせします。）

２．希望されるお礼品をご記入ください。
お礼品の選択方法は寄附金額に応じて以下のとおり分かれています。
⑴ 1万円以上3万円未満の寄附者の方は以下のとおり選択できます。
① 1万円コースから1点

⑵ 3万円以上5万円未満の寄附者の方は以下の2通りの選択方法があります。
① 3万円コースから1点
② 1万円コースから3点

⑶ 5万円以上の寄附者の方は以下の3通りの選択方法があります。
① 5万円コースから1点
② 3万円コースから1点、1万円コースから2点
③ 1万円コースから5点

（ただし、複数のお礼品を選択された場合、発送日は別々のものとなります。
発送に関するご注意は次ページをご覧ください。 ）

品番 セ ッ ト 名 送 付 先 ※

①

②

③

④

⑤

※送付先が寄附者の宛先と異なる場合に記載願います。

３．アンケートにご協力ください。
ご寄附いただいた方の留萌市とのゆかりについて、○印をお願いします。
⑴ 留萌市出身である （　　）
⑵ 留萌市出身ではないが、居住していたことがある	（　　）
⑶ 知人が留萌市に居住している （　　）
⑷ 留萌市とのゆかりはない （　　）
⑸ その他（自由記載）	 （　　）

お問い合わせ：	留萌市地域振興部政策調整課	
TEL	0164-42-1809　FAX	0164‐43-8778



発送に関するご注意

ふるさと納税のお申込方法

◦送付の対象となるのは、個人の方からの寄附のみで、団体の方からの寄附は対象外となります。
◦発送時期の指定はできません。
◦	発送は、入金確認後2週間から1カ月程度掛かります。また、離島などの理由により到着が遅
れることもあります。
◦お礼品を複数選択した場合、発送の関係上、到着時期が分かれることもあります。
◦	送付先を別途指定される場合は、寄附者から相手様にご連絡をお願いいたします。また、お
礼品に「ふるさと納税のお礼状」を同封いたします。
◦お礼の品の発送に必要な情報は、事業者に提供しますので、あらかじめご了承ください。
◦数量限定品について、入金が遅れた場合、発送できない場合があります。

※		ご注意ください！
確定申告によりその年の税額控除を受けるには、12月末までのご寄附が必要です。クレジットカード納付の場合は、後日、
留萌市からヤフー公金支払いに必要な支払番号をメールでお送りしますので届き次第お手続き可能です。その後、2週間～
1月でヤフーより留萌市へ寄附金が代理納付されます。

※寄付者の皆様の口座決済はさらにその後に実施されますが、寄付日とは関係ございません。
お早めにお手続きをお願いいたします。なお、寄附金受領証明書の記載は次のような連記となります。	 	
◦納付日：寄附者の皆様にお手続きいただいた日　◦収納日：金融機関等を通じて留萌市へ入金された日

寄附の手続き開始にあたっては、寄附申込書に必要事項をご記載のうえ、郵送またはFAXしていただくか、メ
ールにより送信してください。

1.寄附申込書の提出

お取扱いできるのは、ゆうちょ銀行か、クレジットカード納付（インターネットのYahoo!公金払い（ふるさ
と納税））です。
ご希望のお支払方法を寄付申込時にご指定ください。

2.寄附金のお支払い手続き

◦ クレジットカード納付	 	
別途メールでご案内いたしますYahoo!公金払い（ふるさと納税）用
支払番号・確認番号を使ってインターネットによりクレジット決済
をお願いします。（留萌市は、ふるさと納税の「指定代理納付者」として、ヤフー㈱を指定しています。）
使用できるクレジットカードにつきましてはYahoo!公金払いのサイトでご確認ください。
Yahoo!公金支払いのサイトは下記にてアクセスできます。	 	
http：//koukin.yahoo.co.jp/

※	市役所等の窓口でクレジットカードを使って	
寄附金の支払い手続きを行うことはできません。

◦ 振込用紙による振込
寄附申込書に記載された住所
に郵便局でご利用可能な振込
用紙を送付いたしますので、	
お近くの郵便局で	 	
振り込みを	 	
お願いします。

Yahoo!公金支払いのご利用手順

留萌市に
寄附申込を
お願いします。

留萌市から
支払番号・
確認番号を
お送りします。

Yahoo!公金支払い
（ふるさと納税）に
インターネットから
アクセスします。

地方自治体一覧から
「北海道留萌市」を
選択します。
（地域から探す→北海道・東北
→北海道→北海道留萌市）

支払番号（12桁）、
確認番号（4桁）、
クレジットカード
番号を入力すれば
手続き完了です。

RUMOI1 2 3 4 5



ふるさと納税「留萌市応援寄附金」についての詳細はホームページをご覧ください。
http://www.e-rumoi.jp/rumoi-hp/03gyousei/01kikaku/kifu/kifu.htm

留萌市応援寄附金
１．ふるさと納税とは
２．寄附のお申し込み方法
３．税金の控除について
４．これまでの寄附状況　他

お問い合わせ

地域振興部政策調整課まちづくり推進係
ＴＥＬ	 0164-42-1809
ＦＡＸ	 0164-43-8778
E-mail	kikaku@e-rumoi.jp

総務部税務課市民税係
ＴＥＬ	 0164-56-5004
ＦＡＸ	 0164-43-8778
E-mail	zeimu@e-rumoi.jp

ふるさと納税（寄附）の申し込み、問い合わせ先

税金の控除などの問い合わせ先

ふるさと納税とは

「ふるさと納税制度」は、
生まれ故郷や応援したい
と想う自治体に対し、「寄
附金」という形で応援を
していただくと、所得税
や今お住まいになってい
る自治体に納める翌年の
住民税が一定額まで控除
される制度です。

留萌市のふるさと納税（寄附）の概要
▪萌える若者たちのまちづくり ▪ふるさとの海づくり・里山づくり ▪ニシン文化の継承 ▪食のブランド化・食育

▪健康で輝きのある元気づくり ▪安心して暮らせる地域医療づくり ▪こどもの健全な育成 ◦	他にも様々な事業に活用しています




