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枝幸町の 

 ふるさと納税 

 

ふるさとを応援できて 

“とっておき”がもらえて 

まちが元気に！ 

まちづくりの全般にわたる

事業に活用します。 
■令和２年度活用事業（抜粋） 

・オホーツク枝幸産業観光推進事業 

・就農者誘致特別奨励事業 

・医療技術者修学資金貸付事業 

・中小企業等活性化助成事業 

・歴史と文化が人をつなぐ 

          交流促進事業 

出産・子育て・教育環境の

整備等に活用します。 
■令和２年度活用事業（抜粋） 

・保育所教材等整備事業 

・学校教材等整備事業 

・子ども・子育て支援事業 

・子育てサポート拠点施設 

  「にじのもり」管理運営経費 

町民の健康対策・医療・福

祉事業等に活用します。 
■令和２年度活用事業（抜粋） 

・不妊治療費等助成事業 

 

■ふるさと納税とは？ 

ふるさとや応援したい自治体

に寄附ができる制度です。 

手続きをすると所得税の還付

や住民税の控除を受けること

ができます。 

使い道を指定でき、お礼の品

も受け取れる、寄附者と「ふ

るさと」をつなぐ魅力的な仕

組みです。 

【まちづくり応援事業】      【子育て・教育応援事業】      【福祉・医療応援事業】 
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 ふるさと納税担当からみた枝幸町のできごとを紹介する「ふるさとだより」

は「note(ノート)」というサイトで随時更新しています。町のホームページで

バックナンバーも公開していますので、ぜひご覧ください！ 

【ご入金方法】 

 ①クレジットカード決済（手数料無料）…インターネットサイトでお申込みください。 

 ②ゆうちょの払込取扱票（手数料無料）…お申込み後、当町より発送します。 

 ③現金書留（郵便料がかかります）…枝幸町ふるさと納税担当宛にお送りください。 

 ※お申込み後２ヵ月以内にご入金のない場合は、自動的にキャンセルとなります。 

【ワンストップ特例】 

寄附年の所得を確定申告する必要がなく、１月１日から１２月３１日の間のふるさと納

税先自治体が５ヵ所以内の人が確定申告せず寄附金税額控除を受けられる仕組みです。 

 ①お申込みの際、ワンストップ特例「希望する」を選択してください。 

 ②寄附金受領証明書とあわせて申請書類をお送りします。 

 ③確認のうえ「本人確認書類」「個人番号確認書類」の両方を添付してご返送ください。 

 ④申請書受付後、随時「特例申請書受付書」を送付いたしますので保管してください。 

 ※確定申告される方、６か所以上の自治体に寄附された方は対象外です。 

 ※寄附金受領証明書は、必ず控除が確認できるまで保管してください。 

【お申し込み方法】 

 ①インターネットサイト 

 最新のお礼の品の指定・クレジット決済など便利にご利用いただけます。 

 

 

 

 ②郵便・FAX・メール 

 当町より申込書類をお送りします。枝幸町役場へご連絡ください。 

 カタログの有効期限は発行日より2ヵ月間となりますのでご注意ください。 

ふるさとだよりはコチラ 
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枝幸ほたて 

■枝幸のほたてはお坊ちゃま 

枝幸町の海は、流氷が連れてくる 

豊富なプランクトンと、北見山系 

から流れる栄養がたっぷり。 

岩場が少なく、ほたてが 

潜りやすい砂地が多いの 

で、しっかりと栄養を蓄 

えて育ちます。 

枝幸町は４輪採制と言う、 

４ヵ所の漁場を毎年交代 

して漁獲する方法をとっ 

ています。 

獲った場所を丁寧に整地 

してから赤ちゃん貝の放 

流をするので、常に良い 

環境で育ちます。 

 

 
大切に大切に育てられた、お坊ちゃまたちなので
す。 

■ほたての町えさし？ 

「かにの町えさし」 

 と呼ばれる枝幸町。 

 ふるさと納税では、

「ほたての町枝幸」と評

判です。 

料理人や水産加工業者な

どの間ではもともと非常

に評価が高く、最高品質

と言われています。 

寄附者様からの反響が非

常に多く、リピーターか

らのメッセージをたくさ

んいただいています。 

■甘さ日本一！大切な人に食べてほしいです 

甘味成分グリコーゲン値が日本一高い枝幸のホタテは、とっても甘いです。

良い環境で育つため繊維が綺麗に揃い、歯触りもばっちり！ 

タウリン、アミノ酸、ビタミンB12、鉄分など、健康にも美容にも良い栄養を

豊富に含んでいるため、体にも嬉しいです♡ 

貝つき新鮮な「活ほたて」、貝柱をひと粒ずつ冷凍した「玉冷」、最高級の

「干し貝柱」、どれもファンのとっても多い逸品です！ 

オホーツク枝幸の箱入り息子。 

枝幸漁業協同組合・枝幸水産加工業協同組合 7  

 

「毛がに」はオホーツク枝幸が大好き。 

枝幸毛がに 

■かご漁日本一 

「かにの町えさし」と

呼ばれる枝幸町。 

漁は毎年３月１６日に

初水揚げされます。 

資源を大切に、メスや

規定のサイズ以下は捕

りません。 

それでもかご漁での漁

獲高は日本一。 

ちょっと自慢です。 

■枝幸の毛がには最高級品 

枝幸町の海は、流氷が連れてくる豊富なプ

ランクトンと、北見山系から流れる栄養が

たっぷり。 

ここで育った「毛がに」 

は身入りはもちろん、 

とっても甘いんです。 

 

別格なのはやはり 

蟹味噌！とろんと 

濃厚な味わいは 

枝幸だけです。 

 

浜値でも他より 

■どんな「毛がに」が美味しいの？ 

大きい毛がに、色が薄い毛がに、甲羅がふにっとした毛がに…もちろん好み

は人それぞれ。枝幸の漁師が「美味い！」という「毛がに」はこちら。 

 ４５０ｇ前後で甲羅が堅い「堅がに」 

「毛がに」は脱皮を繰り返して成長します。脱皮直後で甲羅が柔らかいもの

は「若がに」と呼ばれ、甲羅を堅くするためにエネルギーを使っているの

で、栄養分が足りなくなると言われています。 

持った時に見た目よりもずっしり感があり、甲羅が堅いものがおススメ！ 

   特に旬の時期の、冷凍されていないものは感動的な美味しさですよ♡ 

枝幸漁業協同組合・枝幸水産加工業協同組合 
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鮭 
アラスカに寄ってから帰りまぁす。 

■美味しくてヘルシー 

      鮭は美味しさは 

      もちろんです 

      が、驚きの栄養 

      たっぷりフード 

      なんです！ 

 

      低脂肪で高たん 

     ぱく、必須アミノ 

      酸も豊富♪ 

 

   サプリメントで有名な 

    DHA、EPA、アスタキ 

     サンチンも豊富。 

■鮭の聖地、枝幸町 

枝幸町の海は、流氷が連れてくる

豊富なプランクトンと、北見山系

から流れる栄養がたっぷり。 

 

晩秋から初夏にかけて、 

ベーリング海、アラスカ湾に 

行って帰ってきます。 

帰ってきた鮭は秋に漁獲 

されることから 

「秋鮭（あきあじ）」 

と呼ばれ、広く愛さ 

れています。 

■１尾まるごと美味しく召し上がれ！ 

鮭は頭からしっぽまで無駄なく食べられるすぐれもの(*^^)v 

・頭（氷頭
ひ ず

）…鍋、かぶと煮、なます、みぞれあえ・内臓…味噌和え、佃煮 

・皮…酢の物、焼いてスナック菓子      ・白子…鍋、煮つけ、汁物 

・心臓…バター焼き、煮つけ         ・中骨…やわらか煮、魚醤 

・腎臓…めふん醤油漬 
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・ふき水煮 

・わらび水煮 

・竹の子水煮 

・熊笹の葉 

・しなのき蜂蜜 

・しころ蜂蜜 

・あざみ蜂蜜 

・百花蜂蜜 歌登授産所歌登授産所歌登授産所   

7,000円 

これから枝幸を応援するあなたにぴったり♪
「えさっしー」グッズ、オリジナルボールペ
ン、ふるさと納税限定⽸バッジで、あなたも枝
幸ファンのひとりです！ 

◇事業所：枝幸町観光協会 
◇内 容：えさっしーグッズ（ストラップ、シール×2）   
     オホーツク枝幸ボールペン×1、限定⽸バッジ×3 

5708-0893 

枝幸を応援！ファン   

スターターセット 

第２弾  

常温 

9,000円 

殻付きの⻘つぶです。ボイル済ですので解凍後す
ぐにお召し上がり頂けます。冷凍のまま網にのせ
てBBQもおすすめです！ 

◇事業所：マルユメ柴⽥⽔産 
◇内 容：ボイル⻘つぶ 1ｋｇ×2（Sサイズ） 

5708-0760 

マル夢の青つぶ 

2ｋｇ Sサイズ 

6,000円 

歌登地区で採れた天然クマザサを⼿作業で選
別・洗浄し、使いやすい形に成形しています！ 
下に敷くだけでまるで料亭のような豪華な雰囲
気に⼤変⾝します。 

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：整形済み笹の葉2Sサイズ 100枚×1パック 
            （⻑さ19.5cm×幅6cm） 

5708-1128 

うたのぼりの笹の葉 

 2Sサイズ 100枚  

常温 

8,000円 

歌登地区で採れた天然クマザサを⼿作業で選
別・洗浄し、使いやすい形に成形しています！ 
下に敷くだけでまるで料亭のような豪華な雰囲
気に⼤変⾝します。 

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：整形済み笹の葉3Sサイズ 200枚×1パック 
            （⻑さ18cm×幅5.5cm） 

5708-1129 

うたのぼりの笹の葉 

 3Sサイズ 200枚  

常温 
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9,000円 

枝幸の海で獲れたかすべ（エイ）を、揚げるだけ
でふんわりな唐揚げにしました。淡泊でカレイの
ような⾷感です。イベントでも⼤⼈気の⼀品で、
おつまみやお弁当にもおススメです。 

◇事業所：丸中三興⽔産 
◇内 容：かすべ唐揚げ 270ｇ×3 

5708-0980 

揚げるだけ！ 

かすべ（エイ）の 

唐揚げ 270ｇ×3 

9,000円 

オホーツク枝幸産のエゾ⿅の⾓で作った、中〜⼤
型⽝⽤の⾃然派ガムです。ガジガジ楽しく噛んで
⻭の表⾯をこすり、⻭垢・⻭⽯の除去、⼝臭予
防、ストレス解消に最適です。 

◇事業所：⽊⼯城 
◇内 容：⿅の⾓ガム 中〜⼤型⽝⽤（10ｃｍ×3〜4本） 

5708-0933 

エゾ鹿の角ガム200ｇ 

中～大型犬用 

常温 

9,000円 

オホーツク枝幸産のエゾ⿅の⾓で作った、⼩型⽝
⽤の⾃然派ガムです。ガジガジ楽しく噛んで⻭の
表⾯をこすり、⻭垢・⻭⽯の除去、⼝臭予防、ス
トレス解消に最適です。 

◇事業所：⽊⼯城 
◇内 容：⿅の⾓ガム ⼩型⽝⽤（10ｃｍ×4〜6本） 

5708-0932 

エゾ鹿の角ガム200ｇ 

小型犬用 

常温 

9,000円 

知る⼈ぞ知る北海道の珍味・たこの卵「たこまん
ま」の塩漬けです。⻩⾦⾊でねっとりとした味わ
いは、お酒のアテやご飯のおともにぴったりで
す。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：たこまんま 80ｇ×1 

5708-0940 

北の珍味 たこの卵 

「たこまんま」 

80ｇ 

9,000円 

枝幸の海で獲れたたこを、揚げるだけでプリプ
リジューシーなザンギ（唐揚げ）にしました。
イベントでも⼤⼈気の⼀品で、おつまみやお弁
当にもおススメです。 

◇事業所：丸中三興⽔産 
◇内 容：たこザンギ 300ｇ×3 

5708-0979 

揚げるだけ！ 

イベントで大人気 

たこザンギ300ｇ×3 

9,000円 

オホーツク産の天然ほたてを⼤釜の塩⽔で茹で上
げ、急速冷凍しました。絶妙な半⽣加減で、濃厚
な旨味とプリプリ⾷感を最も楽しめるバター焼
き・フライ・天ぷらがおすすめです。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：冷凍ハーフボイルほたて500ｇ×1 

5708-1036 

ハーフボイルほたて 

500ｇ（15～17粒） 
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枝幸漁業協同組合 
取る漁業から育てる漁業へ！ 

資源づくりと人づくり。 

10,000円 

北海道の海の幸「利尻昆布」を全国の皆さまにお
楽しみいただきたいと思います。澄んだ⾊の⾵味
豊かな出汁が特徴で、出汁をとったあとは佃煮に
しても⼤変美味しくお召し上がりいただけます。 

◇事業所：南宗⾕ひだまりの会 
◇内 容：乾燥利尻昆布18ｃｍカット 50ｇ×6袋 

5708-0592 

枝幸産利尻昆布 

50ｇ×6P 

常温 

10,000円 

懐かしい味の焼き菓⼦やまんじゅうなどが揃う
野崎菓⼦舗。⼼をこめて作ったお菓⼦を詰合せ
にしました。是⾮ご賞味ください。はまなす、
海明けまんじゅう、チーズまんじゅうのセット
です。 

◇事業所：野崎菓⼦店 
◇内 容：銘菓3種 計15個 

5708-0862 

老舗 野崎菓子店の 

和菓子「三笠山
みかさやま

」 

冷凍 

10,000円 

通常はカラフトマスを原料としますが、このサケ
⽸は春に獲れる脂の乗ったサクラマスを⽔揚げ当
⽇に当社⼯場でフレッシュパックしたとても珍し
い製品です。⾻までやわらかく、⼤根おろしと醤
油だけで最⾼の⼀品になります。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：サクラマス⽔煮6⽸（内容量170g/⽸） 

5708-0637 

オホーツク産さけ 

水煮サクラ6缶 

常温 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：「活ほたて⾙」2kg (⾙殻の重さ含む) 
◇申 込：2022年10⽉31⽇⼊⾦締切  
◇配 送：2022年6⽉上旬〜2022年11⽉下旬 
◇備 考：上記期間は前後する場合がございます。 

9,000円 

北海道オホーツク産の旬のほたてを⾙付きのまま「活」
の状態でお届けします。⾙殻から⾙柱を切り離す際のヘ
ラは付属しません。BBQやお刺⾝でお楽しみください。
殻の開き⽅は最後のページをご覧ください。 

5708-1136 

【先行予約・日時指定不可】 

「活ほたて」  

2kｇ(10～14枚) 
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10,000円 

素材に合わせたカットと、専⽤に配合した⾃家製
の揚げ粉で、⿂介それぞれの味や⾷感の違いを⼤
切にして仕込んだザンギです。たっぷりの油で少
量ずつ揚げるとカラッと揚がります。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：海鮮ザンギ ほたて・たこ 各500ｇ 

5708-0939 

北隆丸 

海鮮ザンギ2種セット 

（ほたて・たこ）  

冷凍 

10,000円 

昆布、しいたけ、かつおの3種類のだしで本格
的に煮込んだたっぷりの具材と北海の幸が贅沢に
⼊った旨みあふれる炊き込みご飯の素です。 
炊飯器で2合炊きでちょうどいいですよ♪ 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：かに×2、ほたて×2、さけ×1 各200ｇ 

5708-0916 

炊き込みご飯の素 

2合炊き 5個 

常温 

10,000円 

道の駅「マリーンアイランド岡島」オリジナル！
磯の⾹りが⾷欲をそそる帆⽴のり、冷凍枝幸ほた
てをお届けします。ご⾃宅でお⼿軽に、「枝幸ご
飯」をお楽しみください♪ 

◇事業所：こしん 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱（Aフレーク） 300ｇ 
     帆⽴のり 130ｇ 

5708-0899 

こしんの枝幸ご飯 

  セットＢ 

冷凍 

10,000円 

素材に合わせたカットと、専⽤に配合した⾃家製
の揚げ粉で、⿂介それぞれの味や⾷感の違いを⼤
切にして仕込んだザンギです。たっぷりの油で少
量ずつ揚げるとカラッと揚がります。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：海鮮ザンギ 鮭・ほたて 各500ｇ 

5708-0937 

北隆丸 

海鮮ザンギ2種セット 

（鮭・ほたて）  

冷凍 

10,000円 

素材に合わせたカットと、専⽤に配合した⾃家
製の揚げ粉で、⿂介それぞれの味や⾷感の違い
を⼤切にして仕込んだザンギです。たっぷりの
油で少量ずつ揚げるとカラッと揚がります。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：海鮮ザンギ 鮭・たこ 各500ｇ 

5708-0938 

北隆丸 

海鮮ザンギ2種セッ

ト 

冷凍 

10,000円 

鮮度抜群のままフレッシュパックした道産の紅ズ
ワイがにほぐし⾝⽸詰。パッ⽸なので簡単に開封
できサラダ、チャーハン、シチューの素材にも最
適の⽸詰です。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：紅ずわいがに（3⽸化粧箱⼊×3セット） 
               計9⽸（固形量45g） 

5708-0928 

道産紅ずわいがに 

ほぐしみ水煮9缶 

常温 
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・特大ジャンボほたて貝柱 

・炊き込みご飯の素 

・紅鮭、にしん昆布巻 

・ほたて水煮缶詰 

・紅ずわいがに水煮缶詰 

・さけ水煮缶詰 

・秋刀魚水煮缶詰 

 

海洋食品株式会社 
缶詰工

場直販
店 

10,000円 

ぶりを扱いやすい切⾝にカットし、塩麹漬、醤油
麹漬、カマの3種類に加⼯しました。オホーツク
産のぶりを飽きることなくお楽しみください。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：ぶり切⾝塩麹漬 100ｇ×2 
     ぶり切⾝醤油麹漬100ｇ×2 
     ぶりカマ    100ｇ×3 

5708-0958 

北隆丸 

ぶり切身3種7Pセット  

冷凍 

10,000円 

さくらますを薄くスライスした、ソフトなとばで
す。柔らかい⻭触りで⾷べやすく、おつまみに
ぴったり。硬いとばが苦⼿な⽅にもおすすめで
す。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：さくらますとばスライスソフト 100ｇ×4 

5708-0964 

さくらますトバ 

「桜チップス」 

100ｇ×4 

冷凍 

10,000円 

1匹から2個しかとれない「カマ」の部分はふっ
くらとした⾝がたっぷり詰まっています。オホー
ツク産の脂ノリの良さと⾹ばしさをお楽しみくだ
さい。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：ぶりカマ 100ｇ×8 

5708-0959 

北隆丸 

ぶりかま 100ｇ×8  

冷凍 

10,000円 

イベントで⼤⼈気！枝幸の海で獲れた「たこ」
「かすべ（エイ）」の⾐まで美味しい唐揚げを
セットでお届けします。 

◇事業所：丸中三興⽔産 
◇内 容：たこザンギ 300ｇ×2 
     かすべ唐揚げ 270ｇ×2 

5708-0981 

揚げるだけ！ 

たことかすべの 

唐揚げセット 

冷凍 
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枝幸町観光協会 

枝幸ファンあつまれ～！ 

10,000円 

⽔揚げ当⽇のカラフトマスを、枝幸町の当社⼯場
にてフレッシュパックした鮭⽸です。⾝はもちろ
ん、⾻までやわらかくて美味しいので⼤根おろし
と醤油だけで最⾼の味になります。 

◇2022年8⽉下旬より順次出荷 
◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：からふとます⽔煮6⽸（内容量170ｇ/⽸） 

5708-1053 

オホーツク産さけ 

水煮6缶 

常温 

10,000円 

漁獲量が少なく、厚みのあるハラスと⾷味の良さ
に浜値でも⾼値がつく北オホーツク産「めじか
鮭」を、⾷べやすい切り⾝にしました。⾵味豊か
な⻄京漬けでお楽しみください。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：めじか鮭 塩切⾝  100g×3切 
          ⻄京漬切⾝100g×3切 

5708-1034 

北隆丸 めじか鮭 

塩・西京漬切り身 

10,000円 

漁獲量が少なく、厚みのあるハラスと⾷味の良さ
に浜値でも⾼値がつく北オホーツク産「めじか
鮭」を新巻に仕上げました。姿のままお届けしま
す。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：新巻鮭（姿）約1.6ｋｇ 

5708-1028 

北隆丸 めじか鮭 

新巻姿 約1.6ｋｇ 

10,000円 

漁獲量が少なく、厚みのあるハラスと⾷味の良さ
に浜値でも⾼値がつく北オホーツク産「めじか
鮭」を、⾷べやすい切り⾝にしました。素材の味
が活きる塩加減をお楽しみください。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：めじか鮭 塩切⾝100g×7切 

5708-1032 

北隆丸 めじか鮭 

塩切り身 7切 

10,000円 

漁獲量が少なく、厚みのあるハラスと⾷味の良さ
に浜値でも⾼値がつく北オホーツク産「めじか
鮭」を、⾷べやすい切り⾝にしました。⾵味豊か
な⻄京漬けでお楽しみください。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：めじか鮭 ⻄京漬切⾝100g×5切 

5708-1033 

北隆丸 めじか鮭 

西京漬切り身 5切 
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10,000円 

道産ホタテをほぐし、鮮度抜群のままフレッシュ
パックした⽸詰です。パッ⽸なので開封簡単、サ
ラダなど⾊々なお料理にご使⽤ください。⻑期間
保存OKで、⾮常⾷にも便利です。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：ほたてほぐし⾝ 6⽸（固形量105ｇ/⽸） 

常温 

5708-1056 

オホーツク産ほたて 

ほぐし身 6缶 

10,000円 

道産紅ずわいがにを鮮度抜群のままほぐし⾝でフ
レッシュパックした、サラダ、ピラフ、シチュー
など⾊々なお料理に便利なパッ詰です。⼤⼿デ
パートにかに⽸を販売、年間10万⽸以上製造す
る、創業1979年の最北⽸詰⼯場です。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：紅ずわいほぐし⾝6⽸（固形量135ｇ/⽸） 

5708-1059 

道産紅ずわいがに 

  ほぐし身 6缶 

常温 

10,000円 

オホーツク産3種の⽸詰と、出汁⾹る炊き込みご
飯の素をセットにしました。常温で⻑期間保存で
きますので、緊急時の備蓄⽤にも最適です。 
◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：紅ずわいほぐしみ⽔煮⽸（固形量135ｇ） 
     ほたてほぐしみ⽔煮⽸（固形量105ｇ） 
     さけ⽔煮⽸（固形量120ｇ） 
     炊込みご飯の素（かに・ほたて）各200ｇ 

5708-1062 

オホーツク缶詰＆ 

炊き込みご飯セット 

常温 

10,000円 

⼀般的な秋鮭に⽐べて、ハラスが厚く、漁獲量も
少ないので浜値でも⾼値がつく北オホーツク産
「めじか鮭」を、塩麹漬けでお届けします。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：めじか鮭切⾝塩麹漬け100ｇ×5 

5708-1063 

北隆丸 めじか鮭 

   塩麹漬け 5切 

冷凍 

10,000円 

⼀般的な秋鮭に⽐べて、ハラスが厚く、漁獲量も
少ないので浜値でも⾼値がつく北オホーツク産
「めじか鮭」を、塩・塩麹・⻄京漬けの3種セッ
トお届けします。 
◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：めじか鮭切⾝100ｇ×2 
       塩麹漬け100ｇ×2 
       ⻄京漬け100ｇ×2 

5708-1064 

北隆丸 めじか鮭 

塩・塩麹・西京漬け 

      セット 

冷凍 

10,000円 

オホーツク産のにしんを⾷べやすい半⾝に切り、
脂ノリの良さが引き⽴つよう美味しく加⼯しまし
た。4種の詰め合わせをお届けします。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：にしん⼀夜⼲し   4切 
        塩麹漬け   4切 
        ⻄京漬け   4切 
        チャンジャ漬け4切 

5708-1065 

北隆丸 にしん半身 

   4種16枚セット 

冷凍 
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10,000円 

北海道オホーツク枝幸沖の真ほっけを⾷べやすい
スティック状にしました。 
冷蔵庫で解凍しフライパンに並べて中⽕で調理、
きれいな焼⾊がついたら完成です。 

◇事業所：枝幸海産 
◇内 容：ほっけスティック300ｇ×2 

5708-1074 

オホーツク産 

ほっけスティック 

       600ｇ 

冷凍 

10,000円 

⽬と⿐先の間隔が短いことから「メジカ（⽬
近）」と呼ばれる、漁獲量の少ない鮭を⾷べやす
い切り⾝にしました。 

◇事業所：⼭上佐藤⽔産 
◇内 容：新巻めじか鮭切⾝ 2切×５ 

5708-1075 

新巻めじか鮭切身 

       10切 

冷凍 

10,000円 

北海道産⽜乳をたっぷり使⽤したミルク餡をバ
ター⾵味のクッキー⽣地で包みました。 
卵をたっぷり使⽤し、しっとり⼝溶けの良い餡
は⽢すぎずほっとする懐かしい味です。  

◇事業所：野崎菓⼦店 
◇内 容：ミルク餡海明けまんじゅう 14個  

5708-1102 

クッキー生地とミル

ク餡の「海明けまん

じゅう」14個  

冷凍 

10,000円 

北海道産しゅまり⼩⾖を使⽤した昔ながらの⽥
舎⾵あんドーナツです。 
⽢すぎないこしあんと揚げパンのようなしっと
りとした⾷感が⼀体化した優しい味です。  

◇事業所：野崎菓⼦店 
◇内 容：あんドーナツ 14個  

5708-1101 

昔ながらの  

「あんドーナツ」 

14個  

冷凍 

10,000円 

餡にも⽣地にもチーズを使⽤した濃厚なコクが
⾃慢のまんじゅうです。 
⽣地に練り込まれたパルメザンチーズが⾹ばし
い洋菓⼦のような和菓⼦です。  

◇事業所：野崎菓⼦店 
◇内 容：チーズまんじゅう 14個  

5708-1103 

皮まで濃厚な 

「チーズまんじゅ

う」14個  

冷凍 

10,000円 

⼼をこめて作ったお菓⼦を詰合せにしました。
是⾮ご賞味ください。海明けまんじゅう、チー
ズまんじゅうのセットです。 

◇事業所：野崎菓⼦店 
◇内 容：ミルク餡海明けまんじゅう7個  
     チーズまんじゅう7個  

5708-1104 

ミルク餡まんじゅう7

個・チーズ餡まん

じゅう7個  

冷凍 
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11,000円 

オホーツク産のぶりを扱いやすい切⾝にし、真空
パックしました。塩麹漬けと醤油麹漬けの詰め合
わせをお届けします。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：ぶり切⾝塩麹漬  100ｇ×4 
     ぶり切⾝醤油麹漬 100ｇ×4 

5708-0957 

北隆丸 ぶり切身 

2種8Pセット 

冷凍 

11,000円 

道の駅「マリーンアイランド岡島」オリジナ
ル！磯の⾹りが⾷欲をそそる帆⽴のり、やわら
かしっとりスモークの鮭とばをお届けします。
ご⾃宅でたっぷりと「枝幸酒」をお楽しみくだ
さい♪ 
◇事業所：こしん 
◇内 容：鮭とば 250ｇ、帆⽴のり 130ｇ 

5708-0902 

こしんの晩酌 

     セットＢ 

冷凍 

11,000円 

枝幸かにまつりで⼤⼈気！当社秘伝のかにめしレ
シピで作った炊き込みご飯の素と、冷凍枝幸ほた
てをセットでお届けします。ご⾃宅でお⼿軽に
「枝幸ご飯」をお楽しみください♪ 

◇事業所：こしん 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱（Aフレーク） 300ｇ 
     かにめしの素 200ｇ（2〜3合⽤） 

5708-0898 

こしんの枝幸ご飯 

     セットＡ 

冷凍 

10,000円 

⼼をこめて作ったお菓⼦を詰合せにしました。
是⾮ご賞味ください。あんドーナツ 、海明けま
んじゅう、チーズまんじゅうのセットです。 

◇事業所：野崎菓⼦店 
◇内 容：あんドーナツ5個  
     ミルク餡海明けまんじゅう5個  
     チーズまんじゅう5個  

5708-1105 

あんドーナツ5個・ミル

ク餡まんじゅう5個・

チーズ餡まんじゅう5個  

冷凍 

10,000円 

サケ科⿂類ではもっとも漁獲量が少なく希少な⿂
で珍重されています。そのサクラマスを豪快に開
きにして、⽩醤油で味付けしました。  

◇事業所：⼭上佐藤⽔産 
◇内 容：味付きサクラマス（⼤）×2枚  

5708-1107 

サクラマス開き 

（白醤油仕立て） 

大サイズ2枚  

冷凍 

10,000円 

ホッケは枝幸町で獲れる⾝近な⿂で、脂ノリが良
くご飯にも酒の肴にもおすすめです。弊社独⾃の
味付けで、⿂の旨味をお楽しみください。  

◇事業所：⼭上佐藤⽔産 
◇内 容：ホッケ開き 3枚⼊×4パック  

5708-1108 

ホッケ開き 

12枚（3枚入×4P）   

冷凍 
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12,000円 

枝幸漁業協同組合専⽤⼯場で旨味を引き出した
⻩⾦⾊に輝く⼲⾙柱は「海⻩⾦」という名に相応
しく、珍味にもお料理にもおすすめです。可愛い
レプリカの⾙⼊りで贈り物に喜ばれています。 

◇事業所：枝幸漁組⼲⾙柱加⼯場 
◇内 容：ほたて⼲⾙柱SAサイズ 3.2g 7粒⼊×5個 

5708-0590 

一等品ほたて干貝柱 

  「海黄金」 

  レプリカ貝入り 
常温 

11,000円 

漁獲量が少なく浜値でも⾼値がつく北オホーツク
産「めじか鮭」切⾝とオホーツク産にしんを⻄京
漬けにしてセットでお届けします。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：にしん⻄京漬 4切 
     めじか鮭切⾝ ⻄京漬100g×5切 

5708-1035 

北隆丸 西京漬セット 

にしん・めじか鮭 

冷凍 

11,000円 

さくらますを薄くスライスした「桜チップス」
と、ほたて⾙ひもの珍味2種の詰め合わせです。
ソフト仕上げで⾷べやすく、おつまみにぴったり

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：さくらますとばスライスソフト 100ｇ×2 
     ほたて⽿ソフト    80ｇ×2 
     ほたて⽿ソフトピリ⾟ 80ｇ×2 

5708-0963 

北隆丸の珍味 

3種セット 

冷凍 

11,000円 

ミカン科の⽊・しころ（キハダ）の蜂蜜を便利な
チューブタイプにしました。採蜜地域が限られる
希少なもので、さっぱりとした⽢さです。 

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：純粋しころはちみつ500ｇ 
     ポリチューブ・化粧箱⼊り 

5708-1005 

しころはちみつ500ｇ 

（チューブタイプ） 

常温 

11,000円 

オホーツク枝幸の中でも川が多い歌登地区は上質
なふきが⾃⽣しています。すぐに調理できるよう
に1本1本丁寧に⽪を剥き、スジや汚れを取り除
いて無添加、無着⾊で仕上げました。  

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：枝幸産フキ⽔煮150g×10袋  

5708-1111 

うたのぼりの 

フキ水煮 

150ｇ×10 

11,000円 

北海道オホーツク産の旬のほたてを⾙付きのまま「活」
の状態でお届けします。⾙殻から⾙柱を切り離す際のヘ
ラは付属しません。BBQやお刺⾝でお楽しみください。
殻の開き⽅は最後のページをご覧ください。 
◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：「活ほたて⾙」3kg (⾙殻の重さ含む) 
◇申 込：2022年10⽉31⽇⼊⾦締切  
◇配 送：2022年6⽉上旬〜2022年11⽉下旬 
◇備 考：上記期間は前後する場合がございます。 

5708-1137 

【先行予約・日時指定不可】 

「活ほたて」  

3kｇ(15～21枚) 
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12,000円 

オホーツク海の中でも有数の鮭の産地である枝幸
沖で獲れた鮭の切⾝とそのイクラを原料に漁師さ
んが作った醤油漬けセットです。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：いくら醤油漬 200ｇ×1 
     めじか鮭切⾝ 100ｇ×3 

5708-0895 

北隆丸 

醤油いくら＆鮭切身 

親子セット  

冷凍 

12,000円 

オホーツク産のにしんを⾷べやすい半⾝に切り、
脂ノリの良さが引き⽴つよう美味しく加⼯しまし
た。⼀夜⼲し、塩麹漬け、⻄京漬けの詰め合わせ
です。 
◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：にしん⼀夜⼲ 4切×2 
     にしん塩麹漬 4切×2 
     にしん⻄京漬 4切×2 

5708-0952 

北隆丸 

にしん半身 

3種24枚セット  

冷凍 

12,000円 

オホーツク産のにしんを⾷べやすい半⾝に切り、
脂ノリの良さが引き⽴つよう美味しく加⼯しまし
た。⼀夜⼲しと塩麹漬けの詰め合わせです。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：にしん⼀夜⼲ 4切×3 
     にしん塩麹漬 4切×3 

5708-0953 

北隆丸 

にしん半身 

2種24枚セットA  

冷凍 

12,000円 

オホーツク産のにしんを⾷べやすい半⾝に切り、
脂ノリの良さが引き⽴つよう美味しく加⼯しまし
た。⼀夜⼲しと⻄京漬けの詰め合わせです。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：にしん⼀夜⼲ 4切×3 
     にしん⻄京漬 4切×3 

5708-0954 

北隆丸 

にしん半身 

2種24枚セットB  

冷凍 

12,000円 

オホーツク産のにしんを⾷べやすい半⾝に切り、
脂ノリの良さが引き⽴つよう美味しく加⼯しまし
た。塩麹漬けと⻄京漬けの詰め合わせです。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：にしん塩麹漬 4切×3 
     にしん⻄京漬 4切×3 

5708-0955 

北隆丸 

にしん半身 

2種24枚セットC  

冷凍 

12,000円 

枝幸かにまつりで⼤⼈気！秘伝のかにめしレシ
ピで作った炊き込みご飯の素と、やわらかしっ
とりスモークの鮭とばをセットでお届けしま
す。ご⾃宅でたっぷりと「枝幸酒」をお楽しみ
ください♪ 
◇事業所：こしん 
◇内 容：鮭とば 250ｇ 
     かにめしの素 200ｇ（2〜3合⽤） 

5708-0901 

こしんの晩酌 

セットＡ 

冷凍 
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12,000円 

漁獲量が少なく、浜値でも⾼値がつく北オホーツ
ク産「めじか鮭」を新巻に仕上げました。切⾝に
してお届けします。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：新巻鮭（姿切⾝） 約1.6ｋｇ 

5708-1029 

北隆丸 

新巻鮭 姿切身 

約1.6ｋｇ 

冷凍 

12,000円 

枝幸産の鮭を⾵味豊かな新巻にし、⾷べやすい切
り⾝パックでお届けします。鮭本来の旨味がたっ
ぷりつまっています。 

◇事業所：枝幸海産 
◇内 容：新巻鮭切⾝ 3切×4 

5708-0972 

枝幸の四季 

新巻鮭切身 12切 

冷凍 

12,000円 

枝幸産の⾝⽋きにしんです。⽣⼲しなので、その
まま焼いたり、⽢露煮にしたり、お⼿軽にいろい
ろな料理にお使いいただけます。 

◇事業所：枝幸海産 
◇内 容：⾝⽋きにしん ⽣⼲し3枚×4 

5708-0973 

枝幸の四季 

身欠きにしん生干し 

12枚 

冷凍 

12,000円 

オホーツクの短い春を彩る⼭菜3種を、⼼を込め
て⽔煮に加⼯しました。北の国の素朴でピュアな
滋味をじっくりとお楽しみください。 

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：ふき、わらび、⽵の⼦⽔煮 各150ｇ×3袋 

5708-1008 

うたのぼり 

 「山宝」セット 

冷蔵 

12,000円 

オホーツク枝幸産の脂ノリが良いにしんを⾷べや
すい半⾝の⼀夜⼲しにしました。 
にしんらしい、じゅわっとお⼝に広がる旨味をご
堪能ください。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：にしん⼀夜⼲ 4切×6 

5708-0956 

北隆丸 

にしん半身  

一夜干し24枚  

冷凍 

12,000円 

枝幸産のふっくらしたホッケを開き、そのまま揚
げるだけの状態でお届けします。淡泊なほっけ本
来の旨味が味わえる⼀品です。ソースやタルタ
ル、オーロラソースなどでも美味しくいただけま
す。 

◇事業所：枝幸海産 

◇内 容：ほっけフライ 10枚 

5708-0971 

枝幸の四季 

ほっけフライ（開） 

10枚  

冷凍 
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12,000円 

オホーツク産の天然ほたてを⼤釜の塩⽔で茹で上
げ、急速冷凍しました。絶妙な半⽣加減で、濃厚
な旨味とプリプリ⾷感を最も楽しめるバター焼
き・フライ・天ぷらがおすすめです。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：冷凍ハーフボイルほたて500g×2 

5708-1037 

ハーフボイルほたて 

500ｇ（15～17粒） 

×2 

冷凍 

獲れたてを、すぐに浜茹して、やわらかい⾷感
を⼤事に加熱加⼯しました。マリネ、たこ飯、
煮物、おでん、唐揚げ、たこ焼きなどでお召し
上がりください。 

◇事業所：⼭上佐藤⽔産 
◇内 容：ボイルたこ⾜ 約400~800g 2本 約1.2kg 

5708-1091 

山上のボイルたこ足 

1.2ｋｇ  

冷凍 

12,000円 

13,000円 

枝幸産ほたてをベーコン巻したステーキです。フ
ライパンにバターを落として素早く焼くと、⾁汁
とベーコン、バターの⾵味がマッチしてソース不
要の美味しさです。 

◇事業所：丸髙髙⽥商店 
◇内 容：ほたてステーキ（40ｇ×4個）×3パック 

5708-0585 

高田商店の 

  ほたてステーキ 

冷凍 

13,000円 

枝幸産の秋鮭を丹念に味付けし、素材の旨さ引
き⽴つソフトスモーク仕⽴てに加⼯しました。
柔らかく噛みしめると薫りと旨味が⼝いっぱい
に広がります。 

◇事業所：丸髙髙⽥商店 
◇内 容：めじか鮭の燻製 250ｇ×2袋 

5708-0820 

高田商店の 

めじか鮭燻製 

冷凍 

旨味が溢れる鮭とば、しっかり味が染み込んだ
味たこ、磯の⾹りが⾷欲をそそる帆⽴のりを 
セットでお届けします。ご⾃宅でたっぷりと
「枝幸酒」をお楽しみください♪ 
◇事業所：こしん 
◇内 容：鮭とば 250g 
     やわらか味だこ 120g  
     帆⽴のり 130g  

5708-1125 

こしんの晩酌 

セットG   

冷凍 

12,000円 

歌登地区で採れた天然クマザサを⼿作業で選
別・洗浄し、使いやすい形に成形しています！ 
下に敷くだけでまるで料亭のような豪華な雰囲
気に⼤変⾝します。 

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：整形済み笹の葉2Sサイズ 20枚×5パック 

（⻑さ19.5cm×幅6cm） 

5708-1127 

うたのぼりの笹の葉 

 2Sサイズ 100枚  

常温 

12,000円 
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オホーツク海で⽔揚げされたばかりのほたてを
HACCP認定⼯場で⾮加熱・急速冷凍しました。
お刺⾝などで、獲れたての⾵味と鮮度を是⾮ご堪
能ください。 

◇事業所：枝幸漁業協同組合 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱1ｋｇ（41〜50粒） 

5708-0832 

枝幸漁業協同組合  

 ほたて貝柱1ｋｇ 

冷凍 

13,000円 

13,000円 

ふるさとの味、いもだんごです。歌登産のじゃが
いも、かぼちゃに、でんぷんと塩だけを練り込む
昔ながらの⼿作り製法で、懐かしくほっとする味
わいが⼈気です。 

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：チーズ⼊いもだんご・粒あん⼊かぼちゃだんご各6×2 
      いもだんご・かぼちゃだんご（プレーン）各6×3 

5708-0875 

うたのぼりだんご 

    4種セット 

冷凍 

13,000円 

平成8年結成、YOSAKOIソーランを核としてふ
るさとのPRと地域への貢献を⽬指す「夢想漣え
さし」。ふるさとを愛し、いつまでも愛される
チームとして活動しています。 

◇事業所：夢想漣えさし 
◇内 容：第27回YOSAKOIソーラン祭⼤賞演舞 
     「海祈命応」DVD 1枚 

5708-0881 

第27回YOSAKOI大賞 

 夢想漣えさしDVD 

常温 

13,000円 

平成8年結成、YOSAKOIソーランを核としてふ
るさとのPRと地域への貢献を⽬指す「夢想漣え
さし」。ふるさとを愛し、いつまでも愛される
チームとして活動しています。 

◇事業所：夢想漣えさし 
◇内 容：第28回YOSAKOIソーラン祭⼤賞演舞 
     「海勇波道」DVD 1枚 

5708-0882 

第28回YOSAKOI大賞 

  夢想漣えさしDVD 

常温 

知る⼈ぞ知る北海道の珍味・たこの卵「たこま
んま」の塩漬けです。⻩⾦⾊でねっとりとした
味わいは、お酒のアテやご飯のおともにぴった
りです。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：たこまんま 80ｇ×2 

5708-0941 

北の珍味 たこの卵 

「たこまんま」 

80ｇ×2 

冷凍 

13,000円 

北海道オホーツク枝幸産の鮭より鮮度にこだわ
り作られた「いくら」です。あえて最低限の調
味料で仕上げ、本来の味を引き出しました。 

◇事業所：枝幸海産 
◇内 容：昔⾵いくら醤油漬け 200ｇ 

5708-0869 

枝幸の四季 

昔風いくら醤油漬け 

200ｇ 

冷凍 

13,000円 
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・昔風いくら醤油漬  

・魚介一夜干し 

  「流氷の味覚」 

・肉厚大ぶり 

    ほたて貝柱  

・黒胡椒 

 やわらかサーモン 

 
 

枝
幸
海
産
㈱ 

枝幸の四季 流氷の味

⾏者にんにくは⾷べ頃になるまで育つのに5年以
上かかり幻の⼭菜とも⾔われています。 
更に希少な天然の⾏者にんにくを根曲がりタケ
ノコといっしょに⾹りが消えない程度の味付け
でじっくり時間をかけて醤油漬けにしました。  

◇事業所：歌登授産所  
◇内 容：⾏者にんにく⾵味漬110g×5本  

5708-1118 

うたのぼりの行者に

んにくとタケノコの

醤油漬け110ｇ×5 

13,000円 

常温 

熊も出没するほど険しいオホーツク枝幸の⼭中
に⾃⽣する⻘ブキを採取し、時間をかけてじっ
くり焦げないように煮詰めた佃煮です。 
⽢塩っぱく⾷感が消えない程度に柔らかく仕上
げています。  

◇事業所：歌登授産所  
◇内 容：フキの佃煮110g×5本  

5708-1119 

うたのぼりの 

フキ佃煮 

110ｇ×5 

13,000円 

⾏者にんにくとタケノコ醤油漬けとフキの佃煮
のセットです。  

◇事業所：歌登授産所  
◇内 容：⾏者にんにく⾵味漬 110g×3本 
     フキの佃煮 110g×2本  

5708-1120 

うたのぼりの行者にん

にくとタケノコの醤油

漬け・フキ佃煮 

13,000円 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：「活ほたて⾙」4kg (⾙殻の重さ含む) 
◇申 込：2022年10⽉31⽇⼊⾦締切  
◇配 送：2022年6⽉上旬〜2022年11⽉下旬 
◇備 考：上記期間は前後する場合がございます。 

北海道オホーツク産の旬のほたてを⾙付きのまま「活」
の状態でお届けします。⾙殻から⾙柱を切り離す際のヘ
ラは付属しません。BBQやお刺⾝でお楽しみください。
殻の開き⽅は最後のページをご覧ください。 

5708-1138 

【先行予約・日時指定不可】 

「活ほたて」  

4kｇ(20～28枚) 

13,000円 
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15,000円 

懐かしい味の焼き菓⼦やまんじゅうなどが揃う野
崎菓⼦舗。⼼をこめて作ったお菓⼦を詰合せにし
ました。はまなす、海明けまんじゅう、チーズま
んじゅう、⼤カニ最中、あきあじ最中のセットを
是⾮ご賞味ください。 

◇事業所：野崎菓⼦店 
◇内 容：銘菓5種 計17個 

5708-0863 

老舗 野崎菓子店の

和菓子 

「オホーツク彩菓」 

冷凍 

15,000円 

オホーツク海で漁獲された秋鮭。⽔揚げ後すぐに
卵を取り出し、その⽇のうちに味付け加⼯。⾊鮮
やかなオレンジ⾊の粒が⼝の中ではじけます。 

◇事業所：丸⼆永光⽔産 
◇内 容：いくら醤油漬 80ｇ×4 

5708-0880 

永光の 

いくら醤油漬320ｇ 

冷凍 

14,000円 

オホーツク海の中でも有数の鮭の産地である枝幸
沖で獲れた鮭のイクラを原料に漁師さんが作った
醤油漬けです。柔らかな⼝ざわりと豊かな味わい
をお楽しみ下さい。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：いくら醤油漬 200ｇ×2 

5708-0894 

北隆丸 

醤油いくら 400ｇ 

冷凍 

14,000円 

鮭とば、枝幸かにまつりで⼤⼈気のかにめしレシ
ピで作った炊き込みご飯の素、帆⽴のりをセット
でお届けします。ご⾃宅でたっぷりと「枝幸酒」
をお楽しみください♪  

◇事業所：こしん 
◇内 容：鮭とば250g 
     かにめしの素200g（2〜3合） 
     帆⽴のり130g  

5708-1121 

こしんの晩酌 

セットC  

 

冷凍 

14,000円 

⽢みと旨味がたっぷりの枝幸ほたてを急速冷凍し
たほたて⾙柱、鮭とば、帆⽴のりをセットでお届
けします。ご⾃宅でたっぷりと「枝幸酒」をお楽
しみください♪  

◇事業所：こしん 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱（Aフレーク）300g  
     鮭とば250g  
     帆⽴のり130g  

5708-1123 

こしんの晩酌 

セットE  

 冷凍 

14,000円 

枝幸町、春の味覚【⽑ガニ】と秋の味覚【鮭】の
セットです！ ⽑ガニは、すぐに調理出来る様に
殻から⾝だけを取り出しました。 鮭は、加⼯⽅
法により味が変わります。  

◇事業所：マルユメ柴⽥⽔産 
◇内 容：新巻鮭3切 、鮭⼭漬け3切  
     鮭⼭漬寒⾵⼲し3切  
     ⽑ガニほぐし⾝50g×2個  

5708-1163 

3種の秋鮭切り身と 

毛ガニほぐし身 

セット  冷凍 
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15,000円 

エゾ⿅の⾓を⾃然派ガムに加⼯しました。わん
ちゃんの⻭磨き、ストレス解消にどうぞ。⾮常に
硬いので、様⼦を観察しながら与えてください。 

◇事業所：⽊⼯城 
◇内 容：エゾ⿅の⾓ 400ｇ（約10ｃｍ×5〜8本） 

5708-1000 

エゾ鹿の角ガム400ｇ 

中・大型犬用 

常温 

15,000円 

エゾ⿅の⾓を⾃然派ガムに加⼯しました。わん
ちゃんの⻭磨き、ストレス解消にどうぞ。⾮常に
硬いので、様⼦を観察しながら与えてください。 

◇事業所：⽊⼯城 
◇内 容：エゾ⿅の⾓ 400ｇ（約10ｃｍ×7〜10本） 

5708-0999 

エゾ鹿の角ガム400ｇ 

小型犬用 

常温 

15,000円 

北海道の海の幸「利尻昆布」を全国の皆さまにお
楽しみいただきたいと思います。澄んだ⾊の⾵味
豊かな出汁が特徴で、出汁をとったあとは佃煮に
しても⼤変美味しくお召し上がりいただけます。 

◇事業所：南宗⾕ひだまりの会 
◇内 容：乾燥利尻昆布18ｃｍカット 50ｇ×10袋 

5708-0904 

枝幸産利尻昆布 

50ｇ×10P 

常温 

15,000円 

素材に合わせたカットと、専⽤に配合した⾃家製
の揚げ粉で、⿂介それぞれの味や⾷感の違いを⼤
切にして仕込んだザンギです。たっぷりの油で少
量ずつ揚げるとカラッと揚がります。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：海鮮ザンギ（鮭・たこ・かすべ・ほたて） 
     各500ｇ×1/合計2ｋｇ 

5708-0936 

北隆丸 

海鮮ザンギ4種セット 

 

冷凍 

15,000円 

「しころ」は地⽅名で、キハダというミカン科の
⽊から採れるはちみつです。採蜜地域が限られる
希少なもので、さっぱりとした⽢さで、トースト
などにおすすめです。 

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：純粋しころはちみつ 1.2ｋｇ（化粧箱⼊） 

5708-1004 

しころはちみつ 

1.2ｋｇ 

常温 

15,000円 

オホーツク枝幸産のなめたカレイ⼀夜⼲しです。
「ババガレイ」とも⾔われる⾼級なカレイで、ほ
どよい塩気とふっくらホクホクの⾷感が絶品で
す。 

◇事業所：枝幸海産 

◇内 容：なめたカレイ⼀夜⼲ 2枚×4 

5708-0970 

枝幸の四季 

なめたカレイ一夜干 

8枚 

冷凍 
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安心・新鮮なオホーツ

クの魚介を届け、その 

楽しみ方を伝えます。 

・煮魚名人 

・シェフのお魚料理キッ

ト 

オホーツク活魚 
北
隆
丸 

15,000円 

漁獲量が少なく浜値でも⾼値がつく「めじか鮭」
の新巻と、オホーツク海の中でも有数の鮭の産地
である枝幸沖で獲れた鮭のイクラを原料に漁師さ
んが作った醤油漬けのセットです。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：めじか新巻鮭（姿） 約1.6kg×1尾 
     いくら醤油漬200g 

5708-1030 

北隆丸  

めじか鮭新巻姿＆ 

いくら醤油漬200ｇ 

冷凍 

15,000円 

オホーツク枝幸産のホタテを⽔揚げ後すぐに急速
冷凍しました。バラ冷凍で使う分だけ簡単に取り
分けられます。流氷の栄養を取り込んだ⽢くて美
味しいホタテをご堪能ください。 

 
◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱1.3kg（50⽟〜110⽟/kg） 

5708-1090 

海洋のお刺身 

生ほたて 1.3ｋｇ  

冷凍 

15,000円 

煮物、炒め物、なんでもいける万能⼭菜。無添
加、無着⾊の⻭ごたえあるワラビをお楽しみくだ
さい。  

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：枝幸産ワラビ 150g×10袋  

5708-1112 

うたのぼりの 

ワラビ水煮 

150g×10  

冷蔵 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：「活ほたて⾙」5kg (⾙殻の重さ含む) 
◇申 込：2022年10⽉31⽇⼊⾦締切  
◇配 送：2022年6⽉上旬〜2022年11⽉下旬 
◇備 考：上記期間は前後する場合がございます。 

北海道オホーツク産の旬のほたてを⾙付きのまま「活」
の状態でお届けします。⾙殻から⾙柱を切り離す際のヘ
ラは付属しません。BBQやお刺⾝でお楽しみください。
殻の開き⽅は最後のページをご覧ください。 

5708-1139 

【先行予約・日時指定不可】 

「活ほたて」  

5kｇ(25～35枚) 

15,000円 
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シビル開発 

■ハイヤー業 

■警備保障業 

■美装業 

■清掃業 

■土木建設業 

■施設管理業務 

■花、苗、堆肥の販売 

木工城 

歌登のおじさんがひっそりこつ

こつ愛情こめて、作ってます。 

木の個性を大切に、美しい模様

はそのままに。 

16,000円 

枝幸かにまつりで⼤⼈気！秘伝のかにめしレシピ
で作った炊き込みご飯の素と、道の駅オリジナル
帆⽴のり、冷凍枝幸ほたてをセットでお届けしま
す。お⼿軽に「枝幸ご飯」をお楽しみください♪ 
◇事業所：こしん 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱（Ａフレーク） 300ｇ 
     かにめしの素 200ｇ（2〜3合⽤） 
     帆⽴のり 130ｇ 

5708-0900 

こしんの枝幸ご飯 

      セットＣ 

冷凍 

16,000円 

⽼舗 丸⾼⾼⽥商店より、枝幸ほたて加⼯品の豪
華詰合せをお届けします。スモーク、ステーキ、
フライにお刺⾝と、贅沢にお楽しみください。 

◇事業所：丸⾼⾼⽥商店 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱 400ｇ、スモーク 5粒 
     ほたてステーキ 40ｇ×4、 
     ⼿づくりほたてフライ 8個 

5708-1010 

高田商店 4種の 

ほたてだらけセット 

冷凍 

冷凍枝幸ほたて、鮭とば、枝幸かにまつりで⼤⼈
気のかにめしレシピで作った炊き込みご飯の素を
セットでお届けします。ご⾃宅でたっぷりと「枝
幸酒」をお楽しみください♪  

◇事業所：こしん 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱（Aフレーク）300g  
     鮭とば250g  
     かにめしの素200g（2〜3合）  

5708-1122 

こしんの晩酌 

      セットD  

 冷凍 

16,000円 16,000円 

⼀番⽢くしっかりとした⻭触りがある7〜8⽉の
夏場に⽔揚げされた天然ほたて⾙柱を、鮮度を落
とさないよう超低温で瞬間冷凍しました。お刺⾝
はもちろん、和洋中と様々な料理の素材としてお
使いいただけます。 

◇事業所：丸⾼⾼⽥商店 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱 1kｇ(Sサイズ約33粒) 

5708-1143 

高田商店 

大粒ジャンボSサイズ 

冷凍ほたて貝柱 1kg 
冷凍 
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17,000円 

イベント販売で⼤⼈気！枝幸の海で獲れた「た
こ」「かすべ（エイ）」の、⾐まで美味しい唐揚
げをセットでお届けします。 

◇事業所：丸中三興⽔産 
◇内 容：たこザンギ 300ｇ×5 
     かすべ唐揚げ 270ｇ×5 

5708-0982 

揚げるだけ！ 

海鮮ザンギセット 

（たこ・かすべ） 

オホーツク枝幸産の宗⼋カレイ、⾚カレイ、なめ
たカレイを塩⽔につけてじっくり⼲した、3種の
⼀夜⼲しです。 

◇事業所：枝幸海産 
◇内 容：宗⼋カレイ⼀夜⼲  4枚×2 
     ⾚カレイ⼀夜⼲   3〜4枚×2 
     なめたカレイ⼀夜⼲ 2枚×2 

5708-0968 

枝幸の四季 

3種のカレイ一夜干 

17,000円 

18,000円 

オホーツク海で育ったほたてを漁獲直後にひと粒
ずつ急速冷凍しています。バラ冷凍なので調理の
しやすさ◎。半解凍でお召し上がりください！ 

◇事業所：枝幸⽔産加⼯業協同組合 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱1ｋｇ（25〜29⽟） 

5708-0686 

水産加工業協同組合 

ほたて貝柱 1ｋｇ 

冷凍 

枝幸町で⽔揚げされる海の幸を、「厚⽣労働省
認定対EU HACCP」取得済み⾃社⼯場で加⼯し
ています。旬の時期に獲れたホタテや鮭（めじ
か鮭）を、是⾮ご賞味ください。  
◇事業所：丸髙 髙⽥商店  
◇内 容：いくら醤油漬け160g、冷凍ホタテ⾙柱
150g（⽣⾷⽤）、ホタテステーキ40g×4個、ほたて
スモーク5粒、めじか鮭燻製120g  

5708-0825 

オホーツク枝幸の恵 

 高田商店 

《枝》セット  

冷凍 

18,000円 

枝幸町歌登地区で獲れたヒグマの⽖をストラップ
にしました。アイヌ⺠族では魔除けとして扱われ
る品です。  

◇事業所：⽊⼯城 
◇内 容：熊の⽖ストラップ 約4ｃｍ 

5708-0849 

枝幸産ヒグマの爪 

ストラップ 約4ｃｍ 

常温 

18,000円 

冷凍ほたて、 鮭とば、炊き込みご飯の素、 
帆⽴のりをセットでお届けします。ご⾃宅でたっ
ぷりと「枝幸酒」をお楽しみください♪  

◇事業所：こしん 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱（Aフレーク）300g  
     鮭とば250g 
     かにめしの素200g（2〜3合）  
     帆⽴のり130g  

5708-1124 

こしんの晩酌 

セットF  

冷凍 

17,000円 
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18,000円 

さくらますを薄くスライスした、ソフトなとばで
す。柔らかい⻭触りで⾷べやすく、おつまみに
ぴったり。硬いとばが苦⼿な⽅にもおすすめで
す。 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：さくらますとばスライスソフト100ｇ×10 

5708-0965 

さくらますトバ 

「桜チップス」 

1ｋｇ 

冷凍 

18,000円 

漁獲量が少なく浜値でも⾼値がつく北オホーツク
産「めじか鮭」の新巻姿切⾝と、オホーツク海の
中でも有数の鮭の産地である枝幸沖で獲れた鮭の
イクラを原料に漁師さんが作った醤油漬けのセッ
トです。 
◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：めじか新巻鮭（姿切⾝） 約1.6kg 
     いくら醤油漬 200g 

5708-1031 

北隆丸 めじか鮭 

新巻姿切身＆ 

いくら醤油漬200ｇ 

冷凍 

18,000円 

にしんの⼀夜⼲し、塩麹漬け、⻄京漬け、ぶり
の塩麹漬け、醤油麹漬け、ぶりカマの詰め合わ
せをお届けします。焼くだけの簡単調理でオ
ホーツク枝幸の⾷を体感してください。 
◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：にしん⼀夜⼲・塩麹漬・⻄京漬 各4切×2 
     ぶり切⾝塩麹漬・醤油麹漬 各100ｇ×2 
     ぶりカマ 100ｇ×2 

5708-0960 

北隆丸の焼き魚 

6種30Pセット 

～にしん・ぶり～ 

冷凍 

18,000円 

鮮度と⾝⼊れがよいものをプロの⽬利きで選りす
ぐり茹で上げた⽑がにです。道産の塩で繊細かつ
濃厚な⽢さを程よい加減に引きだしました。 

◇事業所：⼭上佐藤⽔産 
◇内 容：冷凍ボイル⽑がに 400ｇ前後×2尾 

5708-1080 

冷凍ボイル毛がに  

400g前後×2尾 

オホーツク枝幸の険しい⽵林には太くて柔らかい
タケノコがたくさん⾃⽣しています。 
その知る⼈ぞ知る太くて柔らかいタケノコを⼀本
⼀本厳しく選別、丁寧に⽪を剥き、無添加・無着
⾊で⽔煮に仕上げました。  

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：枝幸産タケノコ⽔煮150g×10袋  

5708-1110 

うたのぼりの根曲が

りタケノコ水煮 

150g×10  

18,000円 

冷蔵 

18,000円 

栄養豊富なオホーツク海で育った⽑がにをお届け
します。⾒てびっくり！⾷べてびっくり！⾃慢の
⽑がにをどうぞお楽しみください♪ 

◇事業所：マルユメ柴⽥⽔産 

◇内 容：冷凍ボイル⽑がに 330〜370ｇ前後×2尾 

5708-1050 

マルユメの毛がに 

約330～370ｇ×2尾 
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 海鮮パラダイス！ 瀧源商店瀧源商店瀧源商店   
 

◎大正11年創業。もしかしたらもっと古いかも？ 

◎社長の巧みな包丁さばき＆旬のお魚情報！ 

 Instagram・Facebook 他SNSでご覧ください☆ 

 

 ・朝獲れぴちぴちの鮮魚 

 ・社長手作りの干物、うに、いくら 

「しころ」は地⽅名で、キハダというミカン科の
⽊の花の蜜で、北オホーツクで採れるとても珍し
いはちみつです。さっぱりとしていて癖が少なく
⼈気のシコロはちみつを使いやすい逆⽌弁のボト
ルに⼊れてセットにしました。  

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：枝幸産シコロはちみつ500g×2本  

5708-1116 

幻の味わい うたのぼ

りのシコロはちみつ 

500g×2本  

常温 

18,000円 

20,000円 

通常はカラフトマスを原料としますが、このサケ
⽸は春に獲れる脂の乗ったサクラマスを⽔揚げ当
⽇に当社⼯場でフレッシュパックしたとても珍し
い製品です。⾻までやわらかく、⼤根おろしと醤
油だけで最⾼の⼀品になります。 
◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：サクラマス⽔煮12⽸（内容量170g/⽸） 

5708-0638 

オホーツク産さけ 

水煮サクラ12缶 

常温 

18,000円 

冷凍ほたて、ほたての三升漬け、塩⾟、炊き込み
ご飯の素、帆⽴のりをセットでお届け！ご⾃宅で
お⼿軽に、「枝幸ご飯」をお楽しみください♪ 

冷凍 

◇事業所：こしん 
◇内 容：冷凍ほたて⾙柱（Aフレーク）300g  
     ほたて三升漬け・ほたて塩⾟  各150g 
     かにめしの素200g（2〜3合）  
     帆⽴のり130g  

5708-1126 

こしん枝幸ご飯 

セットＤ 

19,000円 

枝幸町で⽔揚げされる海の幸を、「厚⽣労働省認
定対EU HACCP」取得済み⾃社⼯場で加⼯してい
ます。⼯場⻑イチ押しの海産品を詰め合わせた
セットです。 

◇事業所：丸⾼⾼⽥商店 
◇内 容：めじか鮭燻製120g、いくら醤油漬け80g×
2、めじか鮭切⾝×2切、冷凍帆⽴⾙柱150g、ほたてス
モーク5粒 、ホタテステーキ40g×4個 

5708-1011 

オホーツク枝幸の恵 

高田商店 

《工場長》セット 

冷凍 

31  

 

 

・あんどーなつ 

・海明けまんじゅう 

・幻のバナナボート 

・あきあじ最中 

・アップルパイ 

・えさっしーのチーズまんじゅう 

創業５０年以上。老舗の、 

やさしくてかわいい手作りお菓子。 

野崎菓子店 

20,000円 

北海道の海の幸「利尻昆布」を全国の皆さまにお
楽しみいただきたいと思います。澄んだ⾊の⾵味
豊かな出汁が特徴で、出汁をとったあとは佃煮に
しても⼤変美味しくお召し上がりいただけます。 

◇事業所：南宗⾕ひだまりの会 
◇内 容：乾燥利尻昆布18ｃｍカット 50ｇ×14袋 

5708-0905 

 枝幸産利尻昆布 

    50ｇ×14P 

常温 

20,000円 

栄養豊かな枝幸の海で育った、噛めば噛むほど⽢
味・旨味が増す枝幸ほたて。職⼈がこだわりぬい
て仕上げた⻩⾦⾊に輝く⼀品は、「海⻩⾦」とい
う名を体現しています。 

◇事業所：枝幸漁組⼲⾙柱加⼯場 
◇内 容：ほたて⼲⾙柱SA100ｇ（21〜27粒）×3袋 

5708-0754 

ほたて干し貝柱SA 

「海黄金」 

    100ｇ×3 
常温 

20,000円 

懐かしい味の焼き菓⼦やまんじゅうなどが揃う野
崎菓⼦舗。はまなす、海明けまんじゅう、チーズ
まんじゅう、⼤カニ最中、あきあじ最中、⽥舎
ドーナツの⼈気者が勢揃いしたセットです。 

◇事業所：野崎菓⼦店 
◇内 容：銘菓6種 計33個 

5708-0643 

老舗 野崎菓子店の 

和菓子「四季撰菓」 

冷凍 

20,000円 

鮮度抜群のままフレッシュパックした道産の紅ズ
ワイがにほぐし⾝⽸詰。パッ⽸なので簡単に開封
できサラダ、チャーハン、シチューの素材にも最
適の⽸詰です。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：紅ずわいがに(12⽸化粧箱⼊＋3セット+3 
           セット)計18⽸（固形量45g） 

5708-0929 

道産紅ずわいがに 

ほぐしみ水煮18缶 

常温 
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・味たこ  ・ほたて耳 

・鮭とば  ・いくら 

・うに   ・一夜干し 

 

こだわりの味を 

   ご堪能ください。 

う
ま
さ
深
呼
吸 

丸セ廣瀬商店 

20,000円 

道産ホタテをほぐし、鮮度抜群のままフレッシュ
パックした⽸詰です。パッ⽸なので開封簡単、サ
ラダなど⾊々なお料理にご使⽤ください。⻑期間
保存OKで、⾮常⾷にも便利です。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：ほたてほぐし⽔煮12⽸（固形量105ｇ/⽸） 

5708-1057 

道産ほたて貝柱 

  ほぐし身 12缶 

常温 

20,000円 

道産紅ずわいがにを鮮度抜群のままほぐし⾝で
フレッシュパックした、サラダ、ピラフ、シ
チューなど⾊々なお料理に便利なパッ詰です。
⼤⼿デパートにかに⽸を販売、年間10万⽸以上
製造する、創業1979年の最北⽸詰⼯場です。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：紅ずわいほぐし⾝12⽸（固形量135ｇ/⽸） 

5708-1060 

道産紅ずわいがに 

  ほぐし身 12缶 

常温 

20,000円 

オホーツク枝幸産の堅がに（⽑がに）です。⽔揚
げ後すぐにボイルし急速冷凍しました。流氷の栄
養で育った味・⾝⼊り・蟹味噌をご賞味くださ
い。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：冷凍ボイル⽑がに約300〜400g×2尾 

5708-1076 

冷凍ボイル毛がに  

約300～400g×2尾 

冷凍 

創業以来造り続ける当店⾃慢の商品です。獲れた
ての枝幸産秋鮭から取り出した筋⼦を、伝統製法
でゆっくり時間を掛けて完全に熟成させていま
す。  

冷凍 

◇事業所：丸髙髙⽥商店  
◇内 容：秋鮭筋⼦450g  

5708-0584 

高田商店の 

  甘塩熟成筋子 

21,000円 
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・めじか鮭燻製 

・甘塩熟成筋子 

・帆立ステーキ 

・帆立スモーク 

・塩引きめじか鮭 

丸高高田商店 

枝幸の港から旬の幸を届けます。 

短い春を彩る⼭菜3種を無添加無着⾊で⽔煮加
⼯。ご飯に相性抜群の⾏者にんにく⾵味漬けとふ
きの佃煮をセットでお届けします♪ 

◇事業所：歌登授産所 
◇内 容：ふき、わらび、⽵の⼦⽔煮 各150ｇ×5 
     ふき佃煮、⾏者にんにく⾵味漬 各110ｇ 

5708-0692 

山菜たっぷり 

  山宝ＤＸセット 

冷蔵 

21,000円 

22,000円 

枝幸町で⽔揚げされる海の幸を、「厚⽣労働省認
定対EU HACCP」取得済み⾃社⼯場で加⼯してい
ます。旬の時期に獲れたホタテや鮭（めじか鮭）
を、是⾮ご賞味ください。  

◇事業所：丸⾼⾼⽥商店 
◇内 容：冷凍ホタテ⾙柱400g（⽣⾷⽤）、いくら醤
油漬け160g、ホタテステーキ40g×4個、めじか鮭燻
製250g、ほたてスモーク5粒  

5708-0828 

オホーツク枝幸の恵 

高田商店 

《幸》セット 

冷凍 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：「活ほたて⾙」8kg(⾙殻の重さ含む) 
◇申 込：2022年10⽉31⽇⼊⾦締切  
◇配 送：2022年6⽉上旬〜2022年11⽉下旬 
◇備 考：上記期間は前後する場合がございます。 

北海道オホーツク産の旬のほたてを⾙付きのまま「活」
の状態でお届けします。⾙殻から⾙柱を切り離す際のヘ
ラは付属しません。BBQやお刺⾝でお楽しみください。
殻の開き⽅は最後のページをご覧ください。 

5708-1140 

【先行予約・日時指定不可】 

「活ほたて」  

8kｇ(40～56枚) 

21,000円 

23,000円 

枝幸町のカニを求めて、毎年全国各地からお客様
がいらっしゃいます。栄養豊富なオホーツク海で
⼤きく成⻑した⽑ガニをお届けします。⾒てビッ
クリ！⾷べてビックリ！町⾃慢の【⽑ガニ】をど
うぞお楽しみ下さい♪ 

◇事業所：マルユメ柴⽥⽔産 

◇内 容：冷凍ボイル⽑がに 約400〜450g×2尾 

5708-1081 

マル夢の毛がに 

約400～450ｇ×2尾 

冷凍 
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枝幸産の海産物は 

  日本一うまい！ 

オホーツクの恵発信 

山武水産 

25,000円 

北海道の海の幸「利尻昆布」を全国の皆さまにお
楽しみいただきたいと思います。澄んだ⾊の⾵味
豊かな出汁が特徴で、出汁をとったあとは佃煮に
しても⼤変美味しくお召し上がりいただけます。 

◇事業所：南宗⾕ひだまりの会 
◇内 容：乾燥利尻昆布18ｃｍカット 50ｇ×17袋 

5708-0906 

枝幸産利尻昆布 

50ｇ×17P 

常温 

24,000円 

下巻（Ｓ46年刊）：⼤正初期〜Ｓ45年以前 
第3巻（Ｈ22年刊）：Ｓ45年以前（写真多数） 
第4巻（Ｈ22年刊）：Ｓ46年〜Ｈ18年 

◇事業所：枝幸町 
◇内 容：枝幸町の歴史（下巻・第3巻・第4巻） 
◇備 考：上巻は付属しませんのでご了承ください 

5708-0865 

枝幸町史 

常温 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：「活ほたて⾙」10kg (⾙殻の重さ含む) 
◇申 込：2022年10⽉31⽇⼊⾦締切  
◇配 送：2022年6⽉上旬〜2022年11⽉下旬 
◇備 考：上記期間は前後する場合がございます。 

北海道オホーツク産の旬のほたてを⾙付きのまま「活」
の状態でお届けします。⾙殻から⾙柱を切り離す際のヘ
ラは付属しません。BBQやお刺⾝でお楽しみください。
殻の開き⽅は最後のページをご覧ください。 

5708-1141 

【先行予約・日時指定不可】 

「活ほたて」  

10kｇ(50～70枚) 

24,000円 

23,000円 

獲れたて浜茹で⽑ガニを⼿作業で丁寧にほぐし、
1尾丸ごと甲羅に盛りました。⾵味豊かなほぐし
⾝はカニ⽟や炒飯の具にして贅沢に、カニミソは
⾝と絡めても濃厚で独特な旨味を楽しめます。  
◇事業所：マルユメ柴⽥⽔産 
◇内 容：⽑ガニ甲羅盛り約140g×1個  
     ⽑ガニほぐし⾝50g×4個  
     カニみそ50g×1個  

5708-1100 

マル夢の毛ガニ 

甲羅盛りセット 

冷凍 
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・かすべのから揚げ 

・かすべの煮つけ 

・たこザンギ 

・一夜干したこ燻 

・干しダコ 

・にしんの切込み 

 

丸中三興水産 

味開の海 

26,000円 

船内冷凍のぷりっぷりのぼたんえびです。おすす
めはとろける⾷感と⽢みが⼝いっぱいに幸せなお
刺⾝です♪ 

◇事業所：枝幸⽔産加⼯業協同組合 
◇内 容：冷凍ぼたんえび １㎏（12尾前後） 

5708-0872 

枝幸産ぼたんえび 

冷凍 

25,000円 

オホーツク枝幸産の堅がに（⽑がに）です。⽔揚
げ後すぐにボイルし急速冷凍しました。流氷の栄
養で育った味・⾝⼊り・蟹味噌をご賞味くださ
い。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：冷凍ボイル⽑がに約400〜500g×2尾 

5708-1077 

冷凍ボイル毛がに 

 約400～500g×2尾 

冷凍 

26,000円 

鮮度と⾝⼊れがよいものをプロの⽬利きで選りす
ぐり茹で上げた⽑がにです。道産の塩で繊細かつ
濃厚な⽢さを程よい加減に引きだしました。 

◇事業所：⼭上佐藤⽔産 
◇内 容：冷凍ボイル⽑がに 400ｇ前後×3尾 

5708-1087 

冷凍ボイル毛がに  

  400g前後×3尾 

冷凍 

28,000円 

第1巻（Ｓ55年刊）：Ｍ30年〜Ｓ54年 
第2巻（Ｈ8年刊）：Ｓ55年〜Ｈ6年 
第3巻（Ｈ21年刊）：Ｈ7年〜Ｈ18年 
草分けの群像：歌登町史執筆者の古⽼聞き書き 

◇事業所：枝幸町 
◇内 容：旧歌登町の歴史全3巻・草分けの群像 

5708-0866 

歌登町史 

草分けの群像 

常温 
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北海の幸を 

あなたのもとへ・・・ 
・青つぶ 

・一夜干し 

・たこ串 

・干し貝ひも 

マルユメ柴田水産 

30,000円 

北海道の海の幸「利尻昆布」を全国の皆さまにお
楽しみいただきたいと思います。澄んだ⾊の⾵味
豊かな出汁が特徴で、出汁をとったあとは佃煮に
しても⼤変美味しくお召し上がりいただけます。 

◇事業所：南宗⾕ひだまりの会 
◇内 容：乾燥利尻昆布18ｃｍカット 50ｇ×21袋 

5708-0907 

枝幸産利尻昆布 

50ｇ×21P 

常温 

29,000円 

キハダというミカン科の⽊の花の名称です。キハ
ダの蜜を採取できるのは北オホーツク地⽅に限ら
れとても珍しいはちみつです。さっぱりとしてい
て癖が少なく⼈気のシコロはちみつをたっぷり贅
沢にセットにしました。  

◇事業所：歌登授産所  
◇内 容：枝幸産シコロはちみつ1200g×2本  

5708-1115 

幻の味わい うたのぼ

りのシコロはちみつ 

1200g×2本  

常温 

31,000円 

枝幸町で⽔揚げされる海の幸を、「厚⽣労働省認
定対EU HACCP」取得済み⾃社⼯場で加⼯してい
ます。旬の時期に獲れたホタテや鮭（めじか鮭）
を、是⾮ご賞味ください。  

◇事業所：丸⾼⾼⽥商店 
◇内 容：いくら醤油漬け160g、冷凍ホタテ⾙柱
400g（⽣⾷⽤）、ホタテステーキ40g×4個、ほたて
スモーク5粒、鮭切り⾝三昧、めじか鮭燻製120g  

5708-0826 

オホーツク枝幸の恵 

高田商店 

《匠》セット  

冷凍 

28,000円 

栄養豊富なオホーツク海で⼤きく成⻑した⽑ガニ
をお届けします。⾒てビックリ！⾷べてビック
リ！町⾃慢の【⽑ガニ】をどうぞお楽しみ下さい
♪  

◇事業所：マルユメ柴⽥⽔産  
◇内 容：冷凍ボイル⽑ガニ約500g×2尾  

5708-1082 

マルユメの毛ガニ 

約500g×2尾  
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こしん 

・地域密着型スーパー 

・道の駅内レストラン 

・はまなすクッキー 

・かにめしの素 

・帆立のり 
 

南宗谷ひだまりの会 

ＮＰＯ法人として、障がい者の地域活

動や就労の支援を行っています。 

ひだまりのように暖かい場所です。 

・ひだまり弁当   ・手芸品 

・手漉き和紙     

・水産加工 

33,000円 

遠⽅に住んでいるため⾏けないなど、様々な
理由でお墓掃除やお墓参りができない⽅に代
わり、真⼼こめてお墓のお⼿⼊れを⾏いま
す。 

5708-0867 

大切なお墓に… 

清掃・献花サービス 

◇事業所：シビル開発 
◇内 容：墓地1区画分の草取り・清掃 
     造花のお供え（花⽴⼀対分） 
     線⾹のお供え 
     清掃前後の写真撮影 
     報告書の作成、郵送 
◇留意事項  
・清掃サービスは1回のみです 
・枝幸町内の墓地に限ります 
・墓⽯はひとつに限ります 
・利⽤期間は5⽉上旬〜11⽉中旬です（積雪状況による） 
・希望⽇の指定は寄附⽇より3ヵ⽉後以降でお願いします 
・作業内容によっては別途費⽤がかかる場合があります 
・お申込み後2週間以内に業者からご連絡いたします 

心 

34,000円 

枝幸漁業協同組合専⽤⼯場で旨味を引き出した⻩
⾦⾊に輝く⼲⾙柱は「海⻩⾦」という名に相応し
く、珍味にもお料理にもおすすめです。化粧箱⼊
りの⼤きめサイズで、贈り物に喜ばれています。 

◇事業所：枝幸漁組⼲⾙柱加⼯場 
◇内 容：ほたて⼲⾙柱M500g 

5708-0591 

一等品ほたて干貝柱 

「海黄金」  

贈答用化粧箱入り 

枝幸町で 旬の時期に獲れたホタテや鮭（めじか
鮭）を、是⾮ご賞味ください。  

◇事業所：丸⾼⾼⽥商店 
◇内 容：いくら醤油漬け160g、冷凍ホタテ⾙柱
400g（⽣⾷⽤）、ホタテステーキ40g×4個、ほたて
スモーク5粒、鮭切り⾝三昧、めじか鮭燻製250g、筋
⼦1本⼊、かにミソ⽸詰90g  

5708-0732 

オホーツク枝幸の恵 

高田商店 

《極》セット  

冷凍 

40,000円 
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・味付さくらます 

・白醤油いくら 

・一夜干し 

・濃厚筋子 

旬佳肴 
 山上佐藤水産 

50,000円 

道産ホタテをほぐし、鮮度抜群のままフレッシュ
パックした⽸詰です。パッ⽸なので開封簡単、サ
ラダなど⾊々なお料理にご使⽤ください。⻑期間
保存OKで、⾮常⾷にも便利です。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：ほたてほぐし⽔煮35⽸（固形量105ｇ/⽸） 

5708-1058 

道産ほたて貝柱 

  ほぐし身 35缶 

常温 

44,000円 

鮮度と⾝⼊れがよいものをプロの⽬利きで選りす
ぐり茹で上げた⽑がにです。道産の塩で繊細かつ
濃厚な⽢さを程よい加減に引きだしました。 

◇事業所：⼭上佐藤⽔産 
◇内 容：冷凍ボイル⽑がに 400ｇ前後×5尾 

5708-1088 

冷凍ボイル毛がに 

  400g前後×5尾 

冷凍 

オール鉄製！脚が折り畳めるオリジナルの焚き⽕
テーブルです。⾞に積んでおいても邪魔になりま
せん。そのまま焚き⽕台にしたり、キャンプの
コーヒーテーブルにしたり、使い⽅はいろいろで
す。  
◇事業所：⻫藤農機具製作所 
◇内 容：使⽤時 縦300mm×横300mm×⾼270mm 
     格納時 縦300mm×横300mm×⾼30mm  

5708-1106 

焚き火テーブル 

焚き火くん 

火かき棒セット  

44,000円 

常温 

50,000円 

⽔揚げ当⽇のカラフトマスを、枝幸町の当社⼯
場にてフレッシュパックした鮭⽸です。⾝はも
ちろん、⾻までやわらかくて美味しいので⼤根
おろしと醤油だけで最⾼の味になります。 

◇2022年8⽉下旬より順次出荷 
◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：からふとます⽔煮35⽸(内容量170ｇ/⽸） 

5708-1055 

オホーツク産さけ 

水煮35缶 

常温 
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・カルオス君 

・カルクワ君 

・七輪スタンド 

使いやすさと安全を重視した

優しい設計でつくります。 

斉藤農機具製作所 

51,000円 

オホーツク海を⼀望するホテルニュー幸林の宿泊
券です。神経痛などに効能がある温泉と、オホー
ツク海の幸をお楽しみください。 

◇事業所：オホーツク枝幸株式会社 
◇内 容：シングル1泊2⾷（枝幸プラン） 
◇備 考：発⾏⽇より2年間有効 

5708-0774 

オホーツク毛蟹の旅 

宿 

50,000円 

道産紅ずわいがにを鮮度抜群のままほぐし⾝でフ
レッシュパックした、サラダ、ピラフ、シチュー
など⾊々なお料理に便利なパッ詰です。⼤⼿デ
パートにかに⽸を販売、年間10万⽸以上製造す
る、創業1979年の最北⽸詰⼯場です。 

◇事業所：海洋⾷品 
◇内 容：紅ずわいほぐし⾝35⽸（固形量135ｇ/⽸） 

5708-1061 

道産紅ずわいがに 

  ほぐし身 35缶 

常温 

57,000円 

海の⾼麗⼈参と呼ばれ、その栄養価も注⽬されて
いるなまこ。特に道産なまこはトゲが⼤きく最⾼
級とされています。無添加・無着⾊、天⽇⼲しで
じっくりと仕上げています。 

◇事業所：丸⼆永光⽔産 
◇内 容：⼲しなまこ 8本 

5708-0878 

永光の北海キンコ 

（天然干しなまこ） 

常温 

70,000円 

⽻根はアルミ、取っ⼿は鉄パイプ、刃先はステン
レスを使⽤しており、丈夫で使いやすい⾓度、⾼
さに制作しています。軽く雪が押せて快適な除雪
作業をサポートします♪配送要望欄に、主にご使
⽤になる⽅の⾝⻑をご記載ください。 

◇事業所：⻫藤農機具製作所 
◇内 容：⽻根幅80ｃｍ⾼さ25ｃｍ重さ4.1ｋｇ 

5708-0891 

カルオス君 

   羽根幅80ｃｍ 

常温 
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・冬葉二郎  ・干しなまこ 

・紅鮭スモーク ・なまこ酢 

・さんまスモーク 

・帆立スモーク 

高級食材を枝幸から 

丸二永光水産 

101,000円 

オホーツク海を⼀望するホテルニュー幸林のペア
宿泊券です。神経痛などに効能がある温泉と、オ
ホーツク海の幸をお楽しみください。 

◇事業所：オホーツク枝幸株式会社 
◇内 容：ツイン1泊2⾷（枝幸プラン） 
◇備 考：発⾏⽇より2年間有効 

5708-0777 

ペアで 

オホーツク毛蟹の旅 

宿 

82,000円 

⾃社船北隆丸で漁獲した活⿂の加⼯品セットです。 

5708-0967 

北隆丸からの贈り物 

魚介加工品セット 

◇事業所：オホーツク活⿂ 
◇内 容：海鮮ザンギ（かすべ・鮭・ほたて・たこ）各500ｇ   
     たこまんま・うに醤油漬・うに⼀夜漬各80ｇ×1 
     にしん⼀夜⼲・塩麹漬・⻄京漬 各4枚×2 
     ぶり塩麹漬・醤油麹漬・カマ 各100ｇ×2 
     塩いくら300ｇ、⽢⼝筋⼦500ｇ 
     桜鱒とば100ｇ×2 
     ほたてソフト（プレーン・ピリ⾟）各80ｇ×2 

70,000円 

⽻根はアルミ、取っ⼿は鉄パイプ、刃先はステン
レスを使⽤しており、丈夫で使いやすい⾓度、⾼
さに制作しています。軽く雪が押せて快適な除雪
作業をサポートします♪配送要望欄に、主にご使
⽤になる⽅の⾝⻑をご記載ください。 

◇事業所：⻫藤農機具製作所 
◇内 容：⽻根幅90ｃｍ⾼さ25ｃｍ重さ4.3ｋｇ 

5708-0892 

カルオス君 

   羽根幅90ｃｍ 

常温 

103,000円 

北海道オホーツクの厳寒の海で育った⽑が
には⾝⼊りが良く、豊かな⾵味と⽢味が特徴で
す。 

◇事業所：枝幸⽔産加⼯業協同組合 

◇内 容：冷凍ボイル⽑がに 約580ｇ×7尾 

5708-0924 

加工協の毛がに  

約580ｇ×7尾  
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枝幸水産加工業協同組合 

安全、安心な水産加工品を世界へ！ 

649,000円 

オホーツク海を⼀望する⽴地のホテルニュー幸林
の宿泊券です。⽻⽥〜旭川空港発着の航空券をご
利⽤いただけます。 

◇事業所：JTB北海道・オホーツク枝幸株式会社 
◇内 容：ツイン1泊2⾷（枝幸プラン） 
     ⽻⽥・旭川空港発着航空券 
◇備 考：発⾏⽇より2年間有効 

5708-0785 

ペアで毛蟹の旅 

     ＆航空券 

宿 

387,000円 

ホテルニュー幸林の宿泊券・⽻⽥〜旭川空港発着
の航空券・レンタカーのセットです。 

◇事業所：JTB北海道・ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ旭川・ｵﾎｰﾂｸ枝幸㈱ 
◇内 容：シングル1泊2⾷（枝幸プラン） 
     ⽻⽥・旭川空港発着航空券 
     レンタカー48時間 
◇備 考：発⾏⽇より2年間有効 

5708-0783 

オホーツク毛蟹の旅 

＆航空券 

＆レンタカー 

宿 

333,000円 

オホーツク海を⼀望する⽴地のホテルニュー幸
林の宿泊券です。⽻⽥〜旭川空港発着の航空券
をご利⽤いただけます。 

◇事業所：JTB北海道・オホーツク枝幸株式会社 
◇内 容：シングル1泊2⾷（枝幸プラン） 
     ⽻⽥・旭川空港発着航空券 
◇備 考：発⾏⽇より2年間有効 

5708-0781 

オホーツク毛蟹の旅

＆航空券 

宿 

103,000円 

北海道オホーツクの厳寒の海で育った⽑がには⾝
⼊りが良く、豊かな⾵味と⽢味が特徴です。 

◇事業所：枝幸⽔産加⼯業協同組合 

◇内 容：冷凍ボイル⽑がに 約500ｇ×8尾 

5708-0925 

加工協の毛がに  

約500ｇ×8尾  
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#ウスタイベ千畳岩 

#北⾒神威岬 

703,000円 

オホーツク海を⼀望する⽴地のホテルニュー幸林
の宿泊券です。⽻⽥〜旭川空港発着の航空券とレ
ンタカーをご利⽤いただけます。 

◇事業所：JTB北海道・ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ旭川・ｵﾎｰﾂｸ枝幸㈱ 
◇内 容：ツイン1泊2⾷（枝幸プラン） 
     ⽻⽥・旭川空港発着航空券、ﾚﾝﾀｶｰ48時間 
◇備 考：発⾏⽇より2年間有効 

5708-0788 

ペアで毛蟹の旅 

＆航空券 

＆レンタカー 

宿 

Umino SachieUmino SachieUmino Sachie   

海乃海乃海乃   幸枝幸枝幸枝   

よってらっしゃい見てらっしゃい♪よってらっしゃい見てらっしゃい♪よってらっしゃい見てらっしゃい♪   

オホーツク枝幸はオホーツク枝幸はオホーツク枝幸は   

美味しいモノ、綺麗なモノが美味しいモノ、綺麗なモノが美味しいモノ、綺麗なモノが   

い～っぱいだよ！い～っぱいだよ！い～っぱいだよ！   
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枝幸の 幸 協力セット 
あれもこれも食べくらべてみたい！興味はあるけど選ぶのが面倒… 

そんな声にお応えして、枝幸町の事業者たちがワンチームになりました♪ 

セットのテーマに合わせて複数の事業者から特産品をお届けしますので、食べ歩き 

気分でお楽しみください。 

※複数小口での発送となりますので、あらかじめご了承ください。 

複数事業者の協力で実現♪ 

20,000円 

さっくり揚がるジューシー⾐つきの海鮮唐揚げ
セットです。紙コップに盛り付けて楊枝をさせば
イベント気分もお楽しみいただけます。 

◇内 容：鮭・ホタテ 各500ｇ×1 
     たこ・かすべ 各270ｇ×2 
◇配 送：複数⼩⼝でのお届けとなります。 

5708-1027 

食卓おたすけ隊！ 

～揚げ物セット 

冷凍 

30,000円 

酒の肴に、ご飯のおともにぴったり！通好みの
ちょっぴり⼤⼈の味で、北酒場気分をお楽しみく
ださい。 

◇内 容：にしんの切込み 170ｇ×4 
     ⼭菜⽔煮（ふき、⽵の⼦、わらび）各150ｇ×3 
     たこの卵塩漬け「たこまんま」 80ｇ×1 
◇配 送：複数⼩⼝でのお届けとなります。 

5708-1026 

通好みの晩酌セット 

～ご飯にもぴったり！ 

冷凍 

36,000円 

やわらかい燻製タイプの鮭とばを3種セットでお届
けします。作り⼿によって全く異なる味わいをご
堪能ください。 

◇内 容：⿊胡椒やわらかスモーク 200ｇ×2 
     めじか鮭燻製 250ｇ×2 
     桜マスとばスライスチップ 100ｇ×4 
◇配 送：複数⼩⼝でのお届けとなります。 

5708-1019 

3種の鮭とば 

たべくらべセット 

冷凍 

北隆丸特製の鮭切り⾝３種漬けセットを、ご寄附
翌⽉からお届けします。 

◇内 容：めじか鮭切⾝100ｇ×7 
       ⻄京漬け100ｇ×5 
       塩麹漬け100ｇ×5 
◇配 送：複数⼩⼝でのお届けとなります。 

5708-1149 

北隆丸 めじか鮭 

塩・西京・塩麹漬け 

   切り身セット 

冷凍 

30,000円 
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39,000円 

ふっくらジューシー・おかずに便利な焼き⿂を、7
種セットでお届けします。 

◇内 容：新巻鮭切り⾝3切×4、カレイ⼀夜⼲ 
   （⾚3〜4枚×2・宗⼋4枚×2・ナメタ2枚×2）、 
    ぶり（塩麹漬100ｇ×2・醤油麹漬100ｇ×2・ 
       カマ100ｇ×3） 
◇配 送：複数⼩⼝でのお届けとなります。 

5708-1025 

食卓おたすけ隊！ 

～焼き魚セット 

冷凍 

#三笠⼭展望閣 #オホーツクミュージアムえさし #道の駅マリーンアイランド岡島 
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定期便特集 
冷蔵庫の空き具合と相談しながら寄附を申し込むのは面倒！ 

種類がたくさんあって選ぶのが大変！ 

いろんな加工業者さんのものを食べくらべてみたい！ 

・・・そんな時に便利な定期便の特集です。 

時々届く、ふるさと枝幸からのおくりものを是非お楽しみください♪ 

いつも手元に枝幸町♪ 

32,000円 

オホーツク枝幸北隆丸特製の鮭・ブリ・ニシン切
り⾝それぞれ３種の漬けセットを、ご寄附翌⽉か
ら３ヵ⽉連続でお届けします。 

◇内 容 
第１回：にしん ⼀夜⼲・塩麹漬・⻄京漬 
    各4切⼊×2 
第２回：ぶり 塩麹漬・醤油麹漬 100g×2 
    ぶりカマ 100g×3 
第３回：めじか鮭切⾝ 塩・塩麹・⻄京漬け 
    各100g×2切 

5708-1148 

【3ヵ月連続お届け】北隆丸３種の漬け定期便 

39,000円 

HACCP認定⼯場で⾮加熱・急速冷凍した冷凍ほ
たて⾙柱を、ご寄附翌⽉より３ヶ⽉連続でお届け
します。 

◇内 容 

第1回〜第3回：冷凍ほたて⾙柱1ｋｇ 

       （3Sサイズ41〜50粒⼊り） 

5708-1154 

【3ヵ月連続お届け】枝幸ほたて定期便 
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78,000円 

HACCP認定⼯場で⾮加熱・急速冷凍した冷凍ほ
たて⾙柱を、ご寄附翌⽉より6ヵ⽉連続でお届け
します。 

◇内 容 

第1回〜第6回：冷凍ほたて⾙柱1ｋｇ 

       （3Sサイズ41〜50粒⼊り） 

5708-1155 

【6ヵ月連続お届け】枝幸ほたて定期便 

52,000円 

HACCP認定⼯場で⾮加熱・急速冷凍した冷凍ほ
たて⾙柱を、ご寄附翌⽉より3ヵ⽉ごとに年4回お
届けします。 

◇内 容 

第1回〜第4回：冷凍ほたて⾙柱1ｋｇ 

       （3Sサイズ41〜50粒⼊り） 

5708-1161 

【3ヵ月ごと】冷凍ほたて 年4回定期便 

39,000円 

HACCP認定⼯場で⾮加熱・急速冷凍した冷凍ほ
たて⾙柱を、ご寄附翌⽉より2ヵ⽉ごとに年3回お
届けします。 

◇内 容 

第1回〜第3回：冷凍ほたて⾙柱1ｋｇ 

       （3Sサイズ41〜50粒⼊り） 

5708-1160 

【2ヵ月ごと】冷凍ほたて 年3回定期便 
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86,000円 

恵まれた⼤⾃然歌登で採れた味覚を定期便でお届
けします。⾥⼭からの贈り物をお楽しみくださ
い。  

◇内 容 
第1回：タケノコ⽔煮150g×10袋  
第2回：アザミはちみつ1200g×1本  
第3回：フキ⽔煮150g×10袋  
第4回：シコロはちみつ1200g×1本  
第5回：ワラビ⽔煮150g×10袋  
第6回：うたのぼりだんご4種(いもだんご・かぼちゃ 
    だんご各6個×3袋、チーズ⼊りいもだんご・ 
    粒あん⼊りかぼちゃだんご各6個⼊り×2袋) 

5708-1117 

【6ヵ月連続お届け】歌登授産所わくわく定期便 

78,000円 

HACCP認定⼯場で⾮加熱・急速冷凍した冷凍ほ
たて⾙柱を、年6回奇数⽉にお届けします。 

◇内 容 

第1回〜第6回：冷凍ほたて⾙柱1ｋｇ 

       （3Sサイズ41〜50粒⼊り） 

5708-1158 

【年6回 奇数月お届け】枝幸ほたて定期便 

78,000円 

HACCP認定⼯場で⾮加熱・急速冷凍した冷凍ほ
たて⾙柱を、年6回偶数⽉にお届けします。 

◇内 容 

第1回〜第6回：冷凍ほたて⾙柱1ｋｇ 

       （3Sサイズ41〜50粒⼊り） 

5708-1159 

【年6回 偶数月お届け】枝幸ほたて定期便 
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101,000円 

◇内 容 
第１回：冷凍ハーフボイルほたて(15〜17個⼊)500g×2 
    フキ・ワラビ・⽵の⼦⽔煮 各150g×5 
    ⾏者ニンニク⾵味漬・フキの佃煮 各110g×1 
第２回：たこザンギ300g×2、カスベのから揚げ270g×2 
    新巻鮭(姿切⾝)約1.6kg、いくら醤油漬200g 
第３回：ほたてステーキ40g×4個⼊×3パック/計12個 
    冷凍ほたて⾙柱(Aフレーク)300g 
    ほたて三升漬け150g、ほたて塩⾟150g 
    かにめしの素200ｇ(2〜3合)、帆⽴のり130g 
    ぶり 塩麹漬・醤油麹漬 各100g×2、カマ 100g×3 

5708-1147 

【3ヵ月連続お届け】「食卓おたすけ」定期便 

オホーツク枝幸のごはんに合うおかずを選り 
すぐり、ご寄附翌⽉より３ヵ⽉連続でお届けします。 

HACCP認定⼯場で⾮加熱・急速冷凍した冷凍ほ
たて⾙柱を、12ヵ⽉連続でお届けします。 

◇内 容 

第1回〜第12回：冷凍ほたて⾙柱１ｋｇ 

       （3Sサイズ41〜50粒⼊り） 

5708-1157 

【12ヵ月連続】枝幸ほたて定期便 

156,000円 

117,000円 

HACCP認定⼯場で⾮加熱・急速冷凍した冷凍ほ
たて⾙柱を、ご寄附翌⽉より9ヵ⽉連続でお届け
します。 

◇内 容 

第1回〜第9回：冷凍ほたて⾙柱1ｋｇ 

       （3Sサイズ41〜50粒⼊り） 

5708-1156 

【9ヵ月連続お届け】枝幸ほたて定期便 
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⼼をこめて作った⾃慢の特産品を、ご寄附翌⽉よ
り12ヵ⽉連続でお届けします。 
枝幸の“幸”協⼒事業者によるおもてなしをご堪能
ください。 

◇内 容 
１⽉：ほたてステーキ40g×4個⼊×3パック/計12個 
   鮭の燻製250g×2   
２⽉：ホタテ⾙柱2Sまたは3Sサイズ(冷凍)1kg 
   カスベのから揚げ270g×3 
３⽉：たこまんま・うに醤油漬・うに⼀夜漬 各80g×1 
４⽉：冷凍ハーフボイルほたて(15〜17個⼊)500g×2 
５⽉：浜ゆで⽑ガニ 500g×3尾 
６⽉：めじか鮭切⾝100g×7切 
   めじか鮭切⾝(⻄京漬け・塩麹漬け)各100g×5 
７⽉：ほたて⾙柱1kg(3Sサイズ41〜50粒⼊り) 
８⽉：ぶり(塩麹漬・醤油麹漬)各100g×4 
   ぶりカマ100g×8    
９⽉：冷凍ぼたんえび1kg(12尾前後) 
   ⿊胡椒やわらかサーモン(スモーク)200g×2箱 
10⽉：にしん(⼀夜⼲・塩麹漬・⻄京漬)各4切⼊×2 
    ほたて⼲し⾙柱SAサイズ3.2 7粒⼊×5個  
11⽉：ほたて⾙柱1kg(2Sサイズ25〜29粒⼊り) 
    乾燥利尻昆布18cmカット(未満も含む) 
           50g×6パック(合計約300g) 
12⽉：新巻鮭(姿切⾝)約1.6kg、いくら醤油漬200g 

5708-1151 

【12ヵ月連続お届け】「豪華海の幸」定期便 

287,000円 
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632,000円 

◇内 容 
１⽉：枝幸ファンスターターセット､ほたてステーキ40g 
   4個⼊×3、鮭の燻製250g×2、うに醤油漬80g×2 
２⽉：ホタテ⾙柱2Sまたは3Sサイズ(冷凍)1kg 
   カスベのから揚げ270g×3 
   あんドーナツ14個 
３⽉：ボイルタラバガニ姿(LL)1尾(約2.5kg〜3kg) 
   鮭とば250g、やわらか味だこ120g、帆⽴のり130g 
４⽉：冷凍ハーフボイルほたて(15〜17個⼊)500ｇ×2 
   たこザンギ300g×3 
   ほたてほぐしみ⽔煮 12⽸(固形量105g/⽸) 
５⽉：浜ゆで⽑ガニ 670g×6尾 
６⽉：めじか鮭切⾝(⻄京漬け・塩麹漬け)各100g×5切 
   めじか鮭切⾝100g×7切 
   サクラマスとばスライスソフト100g×10袋 
７⽉：ほたて⾙柱1kg(3Sサイズ41〜50粒⼊り) 
   フキ・ワラビ・⽵の⼦ ⽔煮 各150g×5 
   ⾏者ニンニク⾵味漬・フキの佃煮 各110g×1 
   うたのぼりのはちみつ(アザミ・シコロ)各1,200g×1 
８⽉：ぶり(塩麹漬・醤油麹漬)各100g×2、ぶりカマ100g×3 
   海鮮ザンギ(カスベ・鮭・ホタテ・タコ)各500ｇ×1 
   チーズまんじゅう14個      
９⽉：冷凍ぼたんえび1kg(12尾前後) 
   ⿊胡椒やわらかサーモン(スモーク)200g×2箱 
   うに⼀夜漬 80g×2個 
10⽉：にしん(⼀夜⼲・塩麹漬・⻄京漬)各4切⼊×2 
   ほたて⼲し⾙柱SA100g(21〜27粒)×3個 
   たこまんま80g×2個 
11⽉：ほたて⾙柱1kg(2Sサイズ25〜29粒⼊り) 
   乾燥利尻昆布18cmカット(未満も含む) 
           50g×14パック(合計約700g) 
   ミルク餡海明けまんじゅう14個 
12⽉：新巻鮭(姿切⾝)約1.6kg、いくら醤油漬200g 
   からふとマス⽔煮 12⽸(内容総数170g/⽸) 
   紅ずわいがにほぐしみ⽔煮 12⽸(固形量135/⽸) 

5708-1152 

【12ヵ月連続】「海と山の恵み」定期便 

オホーツク枝幸の真⼼を、ご寄附翌⽉から12ヵ⽉
連続でお届けします。 
枝幸の“幸”協⼒事業者によるおもてなしをご堪能
ください。 
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【ほたての殻の開き方】  

 貝殻つきのほたてをおうちで楽しみましょう♪ 

【ほたての各部位】  

  

①ウロ(中腸腺) 

 食べられません 

 ので取り外して 

 ください。 

②貝柱 

③エラ 

 食べられません 

 ので取り外して 

 ください。 

④ヒモ(ミミ) 

⑤生殖巣 

 (白子：オス、卵：メス) 

 加熱してお召し 

 上がりください。 

 ※生殖巣の有無は 

 時期によります。 

 

生殖巣部分が大きく

ふくらむのは、産卵

期の１２～４月にか

けてです。 

バター焼きや煮物、

シーフードカレーの

具におすすめです。 



枝幸町ふるさと納税カタログ 

〒098-5892 北海道枝幸郡枝幸町本町916番地 

枝幸町役場まちづくり推進課  

TEL 0163-62-4455/FAX 0163-62-3353 
枝幸町ふるさと納税 


