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苫小牧ふるさと納税 検索

詳しくは･･･



苫小牧産秋鮭
スモークサーモン

・秋鮭スモーク姿切り350g

【Ｆ001】 10,000円

とまこまい
カレーラーメン＆
ホッキカレーセット

・味の大王 元祖カレー
ラーメン×10
・北寄カレー×2

【Ｇ005】 10,000円

とまチョップ水
（苫小牧市水道水）

セット

・とまチョップ水×24本
・とまチョップボールペン
・とまチョッププレートキー
ホルダー

【Ｇ004】 10,000円

満腹鮭とばセット

・鮭とば 200g
・鮭とばハラス 300g

【Ｌ001】 10,000円

三星菓子
詰め合わせ①

・ハスカップランド、ゆのみ
のんの等 各２個
・よいとまけ×2本
・ホワイトパック×2個
※その他菓子詰合せ

【Ｋ001】 10,000円

【糖度10以上】高糖度
ミニトマト

食べ比べセット

・レッドジュエル 400g
・レッドジュエル・プレミアム
400g

【Ｂ001】 10,000円

とまチョップ
文房具セット

・ショルダーバッグ 3p
・メモ帳
・クリアファイル×２
・お守り（学業）
・自由帳
・ボールペン ほか

【Ｇ001】 10,000円

とまチョップスポーツ
タオルセット

・スポーツタオル
・ぬいぐるみボールチェー
ン
・ネックストラップ

【Ｇ022】 5,000円

とまチョップ
ぬいぐるみセット

・ぬいぐるみＬ
・マスコットキーホルダー

【Ｇ023】 5,000円

5,000円以上～10,000円未満

ロマンス農園
ロマンスティック

・立茎栽培によるアスパラ
ガス 2Ｌ １キロ

【6月～8月頃 限定】

【Ｑ001】 9,000円

ロマンス農園
ロマンスティック

・立茎栽培によるアスパラ
ガス Ｌ １キロ

【6月～8月頃 限定】

【Ｑ003】 8,000円

Lサイズ 2Lサイズ

苫小牧からの贈り物1

・北寄魚醤 ２５ｍｌ×１本

・ほっきしょうゆ １５０ｍｌ×
２本

【Ｃ004】 9,000円

10,000円以上～20,000円未満



ホッキ粉末
生ラーメンセット

・ホッキ生らーめん２食入
醤油味３袋
・ホッキ生らーめん２食入
塩味３袋
・味付メンマ ３袋
・コーン ３袋

【Ｄ001】 10,000円

ハスカップ商品
詰合せ

・ハスカップ羊羹 340g
・ハスカップティー 8p
・ロニセラ 50g
・ハスカップ大根のど飴
60g×2ｐ

【Ｅ001】 10,000円

豚丼セット

・豚ロース 110g×4

【Ｍ001】 10,000円

ネピア
テッシュペーパー

・60箱

【Ａ001】 10,000円

セレブセット
（ティッシュ・トイレット

ペーパー）

・鼻セレブティッシュ 3箱
×2パック
・おしりセレブトイレットペー
パー 4ロール（ダブル）×2
・ポケットティッシュ ほか

【Ａ004】 10,000円

湧水豚樽前育ち豚丼
（ホッキ魚醤入り）

・175g×4袋

【Ｊ001】 10,000円

フルールチョコラスク

・チョコ16枚
・ホワイトチョコ16枚

【Ｎ001】 10,000円

10,000円以上～20,000円未満

北海道クリーム
チーズパルフェ
（ブルーベリー）

・８個入

【Ｎ003】 10,000円

北海道窯だし
チーズタルト

・12個入り

【Ｎ002】 10,000円

とまチョップ
つるかめセット

・お皿 ３種
・お守り ３種
・メモ帳
・クリアファイル
・つるかめサイン色紙
・ポストカード ほか

【Ｇ002】 10,000円

砂出し活北寄と
北寄醤油のセット

・苫小牧産砂出し活北寄６
玉（1.8ｋｇ）
・北寄醤油 120ｍｌ １本

【Ｒ001】 10,000円

木樽入
紅鮭・時鮭詰合せ

・紅鮭切身×5枚
・時鮭切身×5枚

【Ｎ011】 10,000円



苫小牧からの贈り物3

・北寄魚醤50ml×1本
・ほっきしょうゆ150ml×2
本

【Ｃ001】 12,000円

苫小牧産塩秋鮭
姿切身（半身）

・塩秋鮭（半身）1kg

【Ｆ004】 12,000円

海鮮７種の
ぶっかけ丼の具

・海鮮丼の具 100g×4個

【Ｎ007】 12,000円

ずわいカニしゃぶ
ファミリーセット

・ずわいガニポーション
200g×2
・タレ４袋
・ダシ用昆布１枚

【Ｎ010】 14,000円

樽前ハム詰合せ

・ベーコンブロック200g
・豚の丸焼き200g
・骨付きボンバー200g
・骨付きボンバーミニ100g
・ぐるぐるウインナー
100g×2

【Ｍ002】 14,000円

王子ネピア
プレミアムソフト

日本の美桜の香ダブル

・96ロール（ダブル）

【Ａ003】 11,000円

ネピアプレミアム
ソフトトイレットペーパー

癒しのアロマ

・96ロール（ダブル）

【Ａ002】 11,000円

木樽入
北の美味三種詰合せ

・秋鮭塩ダレ漬×３切れ
・鮭親子漬け 80g
・たらこ 100g

【Ｎ006】 12,000円

海の恵セット

･うに醤油「雫」１本
･北海道ほたて魚醤油1本
･うにめしの素贅沢飯１パッ
ク
･ほっきめしの素美味飯２
パック

【Ｈ001】 11,000円

王 子 ネ ピ ア G e n k i ! パ ン ツ

・Ａ007 Ｍサイズ（7～10kg）58枚×3ケース
・Ａ008 Ｌサイズ（9～14kg）44枚×3ケース
・Ａ009 ＢＩＧサイズ（12～17kg）38枚×3ケース
・Ａ010 ＢＩＧより大きいサイズ（13～25kg）26枚×3ケース

【Ａ007～Ａ010】 11,000円

とまチョップネクタイ

・Ｇ018 紺
・Ｇ019 黄
・Ｇ020 水
・Ｇ021 赤

13,000円

10,000円以上～20,000円未満



木樽入
秋鮭・魚卵詰合せ

･紅鮭×３切れ
・いくら 40g
・味付き数の子 40g
たらこ 100g

【Ｎ009】 14,000円

樽前焼肉詰合せ

・豚ロース 110g×2
・ジンギスカン400g×2

【Ｍ003】 15,000円

北寄魚醤 ５本セット

・２５ｍｌ×５本

【Ｃ007】 16,000円

王子スモーク
サーモン各種詰合せ

・アトランティック
・紅鮭
・トラウト
・秋鮭
※各種スモークスライス
60g

【Ｆ003】 15,000円

かにおこわ

・110g×6個

【Ｎ008】 14,000円

鴨なべセット

・鴨スライス 200g×1パッ
ク
・鴨つくね 150g×1パック
・だし汁 65ｇ×2袋

【Ｐ001】 14,000円

ロマンス農園
ロマンスティック

・立茎栽培によるアスパラ
ガス Ｌ 2キロ

【6月～8月頃 限定】

【Ｑ004】 15,000円

ホッキ貝ごはんセット

・貝ごはん２人前
・ホッキカレー２人前
・ほっきごはんの素（3人
前）１ケ

【Ｓ001】 14,000円

いか刺し松前
ぶっかけ丼の具

・豚ロース 110g×2
・ジンギスカン400g×2

【Ｎ012】 15,000円

数の子松前漬
三種詰合せ

・数の子松前漬（うに入り、
かに入り、ほたて入り）各
90ｇ×2

【Ｎ013】 15,000円

四季舎
昆布巻５本セット

・紅鮭×2
・にしん、数の子、ししゃも
×各1

【Ｎ014】 15,000円

ロマンス農園
ロマンスティック

・立茎栽培によるアスパラ
ガス 2Ｌ 2キロ

【6月～8月頃 限定】

【Ｑ002】 17,000円

10,000円以上～20,000円未満

Lサイズ

2Lサイズ



湧水豚樽前育ち
豚丼＆ロース
チキンハムセット

・ロース豚丼 175kg×4袋
・肩ロースみそ漬け
175g×7袋
・ハスカップワイン入りチキ
ンハム 180g×2袋

【Ｊ002】 18,000円

【糖度10以上】高糖度
ミニトマト

食べ比べセット

・レッドジュエル １kg
・レッドジュエル・プレミアム
１kg

【Ｂ002】 18,000円

苫小牧産塩秋鮭
姿切身（１尾）

・塩秋鮭（１尾）2kg

【Ｆ005】 23,000円

鼻セレブ
ティッシュペーパー

・30箱

【Ａ005】 18,000円

スペアリブ
豪華詰合せ

・スペアリブ950g
・ジャンボフランク300g
・行者にんにくフランク180g

【Ｍ005】 27,000円

お墓の
清掃・献花サービス

・Ｇ024 高丘霊園
・Ｇ025 高丘第二霊園
・Ｇ026 植苗墓地
※草むしり、清掃、献花、
お墓の健康診断（7、8月の
み）

20,000円

三星菓子
詰め合わせ②

・ハスカップランド、ゆのみ
のんの等 各３個
・ハスカップジャム210g
・よいとまけ×2本
・ホワイトパック×2個
※その他菓子詰合せ

【Ｋ002】 18,000円

苫小牧産秋鮭
商品詰合せ

・秋鮭スモークスライス
60g×2枚
・秋鮭西京味噌漬×2切
・いくら醤油漬60g×2個

【Ｆ002】 17,000円

おしりセレブ
トイレットペーパー

・80ロール

【Ａ006】 18,000円

10,000円以上～20,000円未満

ほっきしょうゆ
10本セット

１５０ｍｌ×１０本

（かつおベース、こんぶ
ベース各５本）

【Ｃ010】 22,000円

ほっきしょうゆ
12本セット

１５０ｍｌ×１２本

（かつおベース、こんぶ
ベース各６本）

【Ｃ009】 26,000円

樽前原始肉詰合せ

･骨付きボンバー200g×2
･骨付きボンバーミニ×4
･行者にんにくウインナー
160g
･玉葱ウインナー160g

【Ｍ004】 20,000円

20,000円以上～30,000円未満



返礼品は寄附者の皆様へ感謝の気持ちを込めて贈呈しております。下記にご注意いただきご選択下さい。
◆寄附額により選択できる返礼品がことなりますのでご注意下さい。
◆返礼品の生産量や時期により取扱が変更になっている場合がございます。
◆ご選択いただいた返礼品は変更・返品はできません。

苫小牧市内 ゴルフ場利用券
（人数、曜日等の詳細内容は各ゴルフ場へお尋ねください）

・Ｇ006 樽前カントリークラブ
・Ｇ007 北海道ゴルフ倶楽部
・Ｇ008 千歳空港カントリークラブ
・Ｇ009 苫小牧ゴルフリゾート72エミナ・アイリス

【Ｇ006～Ｇ009】 30,000円
・Ｇ010 樽前カントリークラブ
・Ｇ011 北海道ゴルフ倶楽部
・Ｇ012 アイランドゴルフリゾート御前水
・Ｇ013 桂ゴルフクラブ
・Ｇ014 千歳空港カントリークラブ
・Ｇ015 北海道ブルックスカントリー倶楽部
・Ｇ016 ニドムクラシック
・Ｇ017 苫小牧ゴルフリゾート72エミナ・アイリス

【Ｇ010～Ｇ017】 50,000円

ほっきしょうゆ
化粧箱入り10本セット

・１５０ｍｌ×１０本

（かつおベース、こんぶ
ベース各５本）

【Ｃ012】 27,000円

苫小牧からの贈り物1
３セット

・北寄魚醤 ２５ｍｌ×１本

・ほっきしょうゆ １５０ｍｌ×
２本

上記を３セット

【Ｃ005】 27,000円

北寄魚醤

・２５ｍｌ×１０本

【Ｃ008】 31,000円

20,000円以上～30,000円未満

ほっきしょうゆ
化粧箱入り12本セット

・１５０ｍｌ×１2本
（かつおベース、こんぶ
ベース各6本）

【Ｃ011】 32,000円

苫小牧からの贈り物3
3セット

・北寄魚醤５０ｍｌ×１本

・ほっきしょうゆ１５０ｍｌ×２
本

上記３セット

【Ｃ002】 34,000円

苫小牧からの贈り物1
5セット

・北寄魚醤 ２５ｍｌ×１本

・ほっきしょうゆ １５０ｍｌ×
２本

上記を5セット

【Ｃ006】 45,000円

ロマンス農園
ロマンスティック

・立茎栽培によるアスパラ
ガス Ｌ 5キロ

【6月～8月頃 限定】

【Ｑ006】 32,000円

Lサイズ
ロマンス農園
ロマンスティック

・立茎栽培によるアスパラ
ガス 2Ｌ 5キロ

【6月～8月頃 限定】

【Ｑ005】 32,000円

2Lサイズ

30,000円以上～60,000円未満



スマイルジャパン（白鳥王子アイスアリーナ）

寄附の方法について

寄附の申込 寄附の払込

●インターネットで
「ふるさとチョイス」よりお申込み可能です。
“苫小牧 ふるさと納税”で検索してください。

●郵送、ファックスで
「寄附申出書」を郵送又はファックスしてください。
申出書は、ホームページからダウンロード又は、
ご連絡をいただければ郵送いたします。

●電話で
ＪＴＢコールセンターへの電話にてお申込みが可能
です。 「０５７０－６６６－５３２」へご連絡ください。

●クレジットカード
インターネットからのお申込みのみ
ご利用可能です。

●郵便振込
お申込み方法に関わらず利用できます。
お申込み後に郵送いたします。

●コンビニ払い
インターネットからのお申込みのみ
ご利用可能です。

〒053-8722 北海道苫小牧市旭町４丁目５番６号

TEL ： 0144-32-6039 FAX ： 0144-34-7110

e-mail : seisaku@city.tomakomai.hokkaido.jp
苫小牧市役所
総合政策部政策推進室政策推進課

お問合せ先

苫小牧市ふるさと納税
ホームページ


