
標茶町ふるさと納税に係る返礼品リスト

【寄附金額　１０，０００円に対する返礼品】 令和元年　８月　１５日　付

事業者名 商品名 商品内容

手づくりハンバーグSORA 「手づくりハンバーグSORA」　SORAハンバーグ2食セット　お食事券A

手づくりハンバーグSORA　SORAハンバーグお食事券A
・SORAハンバーグセット（150g）ステーキソース
・SORAハンバーグセット（150ｇ）トマトソース
ライス・スープ・ドリンク付き
（ドリンク：コーラ・オレンジジュース・アップルジュース・
ウーロン茶・ブレンドコーヒー）

ビストロカフェサングリア 「ビストロカフェサングリア」ビーフシチューコースA　お食事券

ビーフシチューコースAお食事券
・星空の黒牛ビーフシチュー
・サラダ　・ライスor自家製パン
・お土産ビーフシチュー1つ

長坂牧場チーズ工房 牧場自家製手作りチーズセット
このみ130ｇ前後、わいん100g前後、
みのり100g前後、みのりこしょう100g前後　各1個

㈲しべちゃ物産公社 標茶産しろつめ草の蜂蜜 300g ×2本 標茶産しろつめ草の蜂蜜300g×2本

ポロニ養鶏場 ポロニ養鶏場　標茶町産有精卵10個×3パック 有精卵10個入×3パック

うざわ精肉店 ラム肉味付けジンギスカン500g×3パック ラム肉味付けジンギスカン500g×3パック

㈱グローバルアップ レディーガーリック 水耕栽培発芽にんにく 発芽にんにく 10粒入×8袋

農業生産法人　㈱エフシーエス 北海道標茶町　星空の黒牛　特製カルビ牛まん5個 特製牛カルビまん130g×５個

〃 北海道標茶町　星空の黒牛　くちどけフレーク180g 星空の黒牛　くちどけフレーク180g

〃 北海道標茶町　星空の黒牛　ユッケ（生食牛肉真空）50g3パック 星空の黒牛　ユッケ生食用牛肉（真空）50g×3パック

ミルキークラウン乳業㈱ ミルキークラウン　バニラアイスクリーム10個 バニラアイスクリーム90ml×10個

㈲風牧場 風牧場　風のヨーグルトセット
プリティア（飲むヨーグルト）500ml×3
風のヨーグルト（プレーン）450ml×3
風のヨーグルト（加糖）90ml×5

レストラン夢 しべちゃ夢サンマ2尾入×2袋 さんまの昆布巻き2本入×2袋

㈱不二木材 北海道産ナチュラルウッドチップ「80L」
北海道産ナチュラルウッドチップ「約80L」
材質　北海道産トドマツウッドチップ
重さ　1袋　約6kg×2個



標茶町ふるさと納税に係る返礼品リスト

【寄附金額　１５，０００円に対する返礼品】

事業者名 商品名 商品内容

㈱スカイファーム 「ヘイゼルグラウスマナー」ランチコースA　1名様お食事券

・オードブル　・スープ
・メインディッシュ
（お魚料理かお肉料理のどちらかを選択）
・デザート　・コーヒー又は紅茶又はハーブティー

手づくりハンバーグSORA 「手づくりハンバーグSORA」　Wチーズハンバーグ2食セット　お食事券B

手づくりハンバーグSORA　Wチーズハンバーグお食事券B
・Wチーズハンバーグセット（150g）トマトソース
・Wチーズハンバーグセット（150ｇ）デミグラスソース
ライス・スープ・ドリンク付き
（ドリンク：コーラ・オレンジジュース・アップルジュース・
ウーロン茶・ブレンドコーヒー）

㈱サトケン 「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットA

星空のビーフカレー180g×2個
星空のビーフスープカレー300ｇ×1個
星空のビーフシチュー250ｇ×1個
ギフトBOX入り

㈲風牧場 風牧場　プリティア（飲むヨーグルト）500ml×12本 プリティア（飲むヨーグルト）500ml×12

㈱不二木材 不二木材　木製フェンス　ミニフリーレイ　（ホワイト）
木製フェンス　ミニフリーレイ　（ホワイト）
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　全長約120cm　高さ約40cm　（1スパン30cm）

〃 不二木材　木製フェンス　ミニフリーレイ　（ブラウン）
木製フェンス　ミニフリーレイ　（ブラウン）
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　全長約120cm　高さ約40cm　（1スパン30cm）

〃 不二木材　プランターボックス（ブラウン）
プランターボックス　（ブラウン）
材質　北海道産トドマツ材・カラマツ材
サイズ　長さ72cm　幅30cm　高さ25cm（脚部）

〃 不二木材　プランターボックス（メープル）
プランターボックス　（メープル）
材質　北海道産トドマツ材・カラマツ材
サイズ　長さ72cm　幅30cm　高さ25cm（脚部）

〃 不二木材　プランターボックス（無塗装品）
プランターボックス　（無塗装品）
材質　北海道産トドマツ材・カラマツ材
サイズ　長さ72cm　幅30cm　高さ25cm（脚部）

〃 木製ミニフェンス　2個セット「あくろす」　ブラウン

木製ミニフェンス　2個セット　「あくろす」
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　長さ　60cm　　高さ　40cm　　厚さ　3.6cm
色　健康配慮形水性塗料　ブラウン

〃 木製ミニフェンス　2個セット「あくろす」　ホワイト

木製ミニフェンス　2個セット　「あくろす」
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　長さ　60cm　　高さ　40cm　　厚さ　3.6cm
色　健康配慮形水性塗料　ホワイト

〃 ラ・シェルフ　3段タイプ　ブラウン

ラ・シェルフ　3段タイプ　ブラウン
材質　北海道産天然木
サイズ　高さ　90cm　　幅　43cm　　奥行　38cm
色　健康配慮形水性塗料　ブラウン

〃 ラ・シェルフ　3段タイプ　ホワイト

ラ・シェルフ　3段タイプ　ホワイト
材質　北海道産天然木
サイズ　高さ　90cm　　幅　43cm　　奥行　38cm
色　健康配慮形水性塗料　ホワイト

〃 ラ・シェルフ　2段タイプ　ブラウン

ラ・シェルフ　2段タイプ　ブラウン
材質　北海道産天然木
サイズ　高さ　60cm　　幅　43cm　　奥行　25.5cm
色　健康配慮形水性塗料　ブラウン

〃 ラ・シェルフ　2段タイプ　ホワイト

ラ・シェルフ　2段タイプ　ホワイト
材質　北海道産天然木
サイズ　高さ　60cm　　幅　43cm　　奥行　25.5cm
色　健康配慮形水性塗料　ホワイト

標茶町農業協同組合 しべちゃ牛乳アイス しべちゃ牛乳アイス 100ml×10個



標茶町ふるさと納税に係る返礼品リスト

【寄附金額　２０，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱サトケン 「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットB

星空のビーフカレー180g×2個
星空のビーフスープカレー300ｇ×2個
星空のビーフシチュー250ｇ×2個
ギフトBOX入り

㈱不二木材 不二木材　木製フェンス　フリーレイ　大（ブラウン）
木製フェンス　フリーレイ　大（ブラウン）
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　全長約160cm　高さ約60cm　（1スパン40cm）

〃 不二木材　木製フェンス　フリーレイ　大（ホワイト）
木製フェンス　フリーレイ　大（ホワイト）
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　全長約160cm　高さ約60cm　（1スパン40cm）

〃 北海道産カラマツ枕木（200×105×2000）

カラマツ枕木　（200×105×2000）
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　長さ2000mm　幅200mm　厚さ105mm
色　マースブラウン　屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、
防腐材配合）

〃 北海道産カラマツ枕木（200×105×1000）２本セット

カラマツ枕木　（200×105×1000）２本セット
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　長さ1000mm　幅200mm　厚さ105mm
色　マースブラウン　屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、
防腐材配合）

〃 北海道産カラマツ枕木７本セット　厚さ105mm

カラマツ枕木7本セット
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　幅200mm　厚さ105mm　長さ200mm＝2本　300mm
＝2本　400mm＝2本　500mm＝1本
色　マースブラウン　屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、
防腐材配合）

〃 ACQカラマツ枕木　（200×105×2000）

ACQカラマツ枕木　（200×105×2000）
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　長さ2000mm　幅200mm　厚さ105mm
色　モスグリーン　マイトレックACQ加圧式防腐処理

〃 ACQカラマツ枕木　（200×105×1000）2本セット

ACQカラマツ枕木　（200×105×1000）2本セット
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　長さ1000mm　幅200mm　厚さ105mm
色　モスグリーン　マイトレックACQ加圧式防腐処理

〃 北海道産カラマツ枕木（200×75×2000）

カラマツ枕木　（200×75×2000）
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　長さ2000mm　幅200mm　厚さ75mm
色　マースブラウン　屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、
防腐材配合）

〃 北海道産カラマツ枕木（200×75×1000）2本セット

カラマツ枕木　（200×75×1000）２本セット
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　長さ1000mm　幅200mm　厚さ75mm
色　マースブラウン　屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、
防腐材配合）

〃 北海道産カラマツ枕木７本セット　厚さ75mm

カラマツ枕木7本セット
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　幅200mm　厚さ75mm　長さ200mm＝2本　300mm
＝2本　400mm＝2本　500mm＝1本
色　マースブラウン　屋外用木材保護塗装（防虫、防カビ、
防腐材配合）

〃 ACQカラマツ枕木　（200×75×2000）

ACQカラマツ枕木　（200×75×2000）
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　長さ2000mm　幅200mm　厚さ75mm
色　モスグリーン　マイトレックACQ加圧式防腐処理

〃 ACQカラマツ枕木　（200×75×1000）2本セット

ACQカラマツ枕木　（200×75×1000）2本セット
材質　北海道産カラマツ材
サイズ　長さ1000mm　幅200mm　厚さ75mm
色　モスグリーン　マイトレックACQ加圧式防腐処理

〃 木製ミニフェンス　「まうんてん」　2個セット　ブラウン

木製ミニフェンス　「まうんてん」　2個セット　ブラウン
材質　北海道産天然木
サイズ　長さ　100cm　　高さ　40cm　　厚さ　3.6cm
色　健康配慮形水性塗料　ブラウン

〃 木製ミニフェンス　「まうんてん」　2個セット　ホワイト

木製ミニフェンス　「まうんてん」　2個セット　ホワイト
材質　北海道産天然木
サイズ　長さ　100cm　　高さ　40cm　　厚さ　3.6cm
色　健康配慮形水性塗料　ホワイト



標茶町ふるさと納税に係る返礼品リスト

【寄附金額　２５，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱スカイファーム 「ヘイゼルグラウスマナー」ディナーメニューA　1名様お食事券

・前菜3皿
・メインディッシュ（お魚料理かお肉料理を数品の中から選
択）
・デザート
※お飲み物は料金に含まれておりません。

㈱サトケン 「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットC

星空のビーフカレー180g×3個
星空のビーフスープカレー300ｇ×3個
星空のビーフシチュー250ｇ×2個
ギフトBOX入り

㈱不二木材 「ウッディーベンチ」　Mサイズ

「ウッディーベンチ」　Mサイズ
材質　　北海道産カラマツ材
サイズ　　座面長さ　90cm　座面幅　30cm　高さ　41cm
色　　ガードラックアクア　マホガニー（水系木材保護塗料）

【寄附金額　３０，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

ロッジシラルトロ 「ロッジシラルトロ」1名様カヌー体験チケット（2時間コース）

1名様カヌー体験チケット（2時間コース）
カヌー終了後は、当ロッジ【温泉入浴無料】です。
（ガイド1名、損害・傷害保険料、ライフジャケットレンタル料、
回送料込みです。天候により防寒服、長靴、手袋は当方で
準備しております。）

㈱サトケン 「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットD

星空のビーフカレー180g×4個
星空のビーフスープカレー300ｇ×4個
星空のビーフシチュー250ｇ×2個
ギフトBOX入り

農業生産法人　㈱エフシーエス 北海道標茶町　星空の黒牛　焼肉用盛り合わせ約800g
焼肉用盛り合わせ（カルビ・ロース・モモ）約800ｇ
※各部位のグラム数、枚数はお選びいただけません。事業
者お任せとなります。

㈱不二木材 北海道産天然木の踏み台「nukumori」ぬくもり　mini

北海道産天然木の踏み台　wide　mini
材質　　北海道産カラマツ材
サイズ　　幅90cm　奥行　31cm　高さ　18cm
色　　　　マホガニー　（撥水性木材保護塗料）

【寄附金額　３５，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱スカイファーム 「ヘイゼルグラウスマナー」ディナーメニューB　1名様お食事券
・前菜3皿　・お魚料理　・お肉料理　・デザート
※お飲み物は料金に含まれておりません。

農業生産法人　㈱エフシーエス 北海道標茶町　星空の黒牛　厚切りステーキ盛り合わせ約1㎏

厚切りステーキ盛り合わせ
（ロース・サーロイン・モモ）約1㎏
※各部位のグラム数、枚数はお選びいただけません。事業
者お任せとなります。

㈱不二木材 「ウッディーベンチ」　Lサイズ

「ウッディーベンチ」　Lサイズ
材質　　北海道産カラマツ材
サイズ　　座面長さ　120cm　座面幅　30cm　高さ　41cm
色　　ガードラックアクア　マホガニー（水系木材保護塗料）

【寄附金額　４０，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱スカイファーム 「ヘイゼルグラウスマナー」リバーサイドコース60分乗馬体験チケット（1名様分）
リバーサイドコース60分乗馬体験チケット1名様分
【営業時間】9:00～12:00、13:00～16:00
【営業期間】5月上旬から10月下旬

㈱サトケン 「星空の黒牛」カレー・シュー・スープカレーセットE

星空のビーフカレー180g×5個
星空のビーフスープカレー300ｇ×5個
星空のビーフシチュー250ｇ×2個
ギフトBOX入り

㈱不二木材 北海道産天然木の踏み台「nukumori」ぬくもり　wide 215

北海道産天然木の踏み台　wide　215
材質　　北海道産カラマツ材
サイズ　　幅110cm　奥行　41.5cm　高さ　21.5cm～23cm
色　　　　マホガニー　（撥水性木材保護塗料）

【寄附金額　４５，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱スカイファーム 「ヘイゼルグラウスマナー」アドベンチャーコース90分乗馬体験チケット（1名様分）
アドベンチャーコース90分乗馬体験チケット1名様分
【営業時間】9:00～12:00、13:00～16:00
【営業期間】5月上旬から10月下旬

㈱不二木材 北海道産天然木の踏み台「nukumori」ぬくもり　wide 415

北海道産天然木の踏み台　wide　415
材質　　北海道産カラマツ材
サイズ　　幅110cm　奥行　41.5cm　高さ　41.5cm～43cm
色　　　　マホガニー　（撥水性木材保護塗料）



標茶町ふるさと納税に係る返礼品リスト

【寄附金額　５０，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

ロッジシラルトロ 「ロッジシラルトロ」1名様カヌー体験チケット　一泊二食付　

1名様カヌー体験チケット一泊二食付
カヌー体験時間：約2時間
（ガイド1名、損害・傷害保険料、ライフジャケットレンタル料、
回送料込みです。天候により防寒服、長靴、手袋は当方で
準備しております。）
夕食…釧路の新鮮な魚介類の刺し身、肉料理、煮物など、
ボリューム満点の和洋折衷スタイル。心を込めた家庭料理
をお楽しみ下さい。
朝食…和食です。お米はすべておいしい道産米を使用して
います。
館内は全室禁煙ですが、喫煙コーナーを設けておりますの
でご利用くださいませ。

【寄附金額　６０，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱不二木材 北海道産天然木の縁台「yasuragi」　1500タイプ

北海道産天然木の縁台「yasuragi」
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　幅　1500mm　　奥行　390mm　　高さ　400mm
色　オイルステイン塗装（メイプル）

〃 北海道産天然木の縁台「yasuragi」　1200タイプ

北海道産天然木の縁台「yasuragi」
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　幅　1200mm　　奥行　390mm　　高さ　400mm
色　オイルステイン塗装（メイプル）

【寄附金額　７０，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱不二木材 不二木材　ログ砂場（スクエア）
ログ砂場（スクエア）
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　幅126cm　奥行126cm　高さ20cm

【寄附金額　７５，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱不二木材 不二木材　ログ砂場（ヘキサゴン）
ログ砂場（ヘキサゴン）
材質　北海道産トドマツ材
サイズ　幅138cm　奥行138cm　高さ20cm

〃 ウッドテーブル　～variation～

ウッドテーブル　～variation～
材質　　天然木仕様
サイズ　　幅　120cm　奥行　約70cm　高さ　74cm
色　　ガードラックアクア　マホガニー　（水系木材保護塗料）
重量　　天板部分　約18kg　　脚部分　　　約13kg

【寄附金額　９０，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱スカイファーム 「ヘイゼルグラウスマナー」スタンダートツイン一泊ペア宿泊券　朝食付 スタンダードツイン一泊ペア宿泊券　朝食付　



標茶町ふるさと納税に係る返礼品リスト

【寄附金額　１００，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

ロッジシラルトロ 「ロッジシラルトロ」2名様カヌー体験チケット　一泊二食付　

2名様カヌー体験チケット一泊二食付
カヌー体験時間：約2時間
（ガイド1名、損害・傷害保険料、ライフジャケットレンタル料、
回送料込みです。天候により防寒服、長靴、手袋は当方で
準備しております。）
夕食…釧路の新鮮な魚介類の刺し身、肉料理、煮物など、
ボリューム満点の和洋折衷スタイルです。心を込めた家庭
料理をお楽しみ下さい。
朝食…和食です。お米はすべておいしい道産米を使用して
います。
館内は全室禁煙ですが、喫煙コーナーを設けておりますの
でご利用くださいませ。

㈱不二木材 不二木材　木製ブランコ

木製ブランコ
材質 北海道産カラマツおよびトドマツ
色　メープル（溶剤系浸透タイプ　木材保護塗料）
サイズ　幅213cm　奥行135cm　高さ約168cm（座面35cm）

〃 北海道産天然木の犬小屋「ウッディーハウス　w-2」

北海道産天然木の犬小屋「ウッディーハウス　w-2」
材質　　北海道産カラマツ材・トドマツ材　（屋根部　アスファ
ルトシングル）
サイズ
外寸（最大値）　幅　74cm　高さ　74cm　奥行　85cm
内寸（最大値）　幅　45cm　高さ　56cm　奥行　56cm
色　　（溶剤系浸透タイプ　木材保護塗料）
必要な道具　　インパクトドライバーもしくはドライバードリル

【寄附金額　１１０，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱不二木材 不二木材　木製ログ滑り台ログライダー

木製ログ滑り台　ログライダー
材質　北海道産カラマツ及びトドマツ
耐荷重量　約100kg
サイズ　幅230cm　奥行65cm　高さ90.5cm

〃 北海道産天然木の犬小屋「ウッディーハウス　w-1」

北海道産天然木の犬小屋「ウッディーハウス　w-1」
材質　　北海道産カラマツ材・トドマツ材　（屋根部　アスファ
ルトシングル）
サイズ
外寸（最大値）　幅　85cm　高さ　約90cm　奥行　90.5cm
内寸（最大値）　幅　59cm　高さ　約70cm　奥行　69cm
色　　（溶剤系浸透タイプ　木材保護塗料）
必要な道具　　インパクトドライバーもしくはドライバードリル

【寄附金額　１２５，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱スカイファーム 「ヘイゼルグラウスマナー」スーペリアツインB一泊ペア宿泊券　朝食付 スーペリアツインB一泊ペア宿泊券　朝食付

【寄附金額　１４５，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱スカイファーム 「ヘイゼルグラウスマナー」スーペリアツインA一泊ペア宿泊券　朝食付 スーペリアツインA一泊ペア宿泊券　朝食付

【寄附金額　４６０，０００円に対する返礼品】
事業者名 商品名 商品内容

㈱不二木材 三好式ラクレットオーブン

業務用ラクレットチーズ専用オーブン
（卓上型電気式加熱調理機）
寸法：タテ27ｃｍ・ヨコ55ｃｍ・高さ32〜42ｃｍ（卓上）
主な材質：スチール・ステンレス
電圧：交流100V（定格15A以上のコンセントで単独使用推
奨）


