
様式第１号（第３条関係） 

令和  年  月  日 

 

幌延町長  様 

郵便番号 〒    - 

ご住所                      

 

お名前
ふ り が な

                      

電話番号                     

E-mail：                     

 

 

幌延町ふるさと応援寄附金申込書 

 

私は、「ふるさと幌延町」を応援するため、次のとおり寄附を申込みします。 

 

１.寄附金の額                         円 

 

２.寄付金の使途の指定：いずれか１つに○印をご記入ください。 

 （１）福祉及び保健に関する事業 

 （２）教育及び子育て支援に関する事業 

 （３）産業の振興に関する事業 

 （４）観光の振興に関する事業 

 （５）文化及びスポーツの振興に関する事業 

 （６）あなたが守る秘境駅プロジェクト「マイステーション運動」 

 （７）その他まちづくりに資する事業（              ） 

※特に指定する事業がない場合には、（７）に○印をご記入ください。 

 

３.寄附の方法：いずれか１つに○印をご記入ください。 

 (１) 郵便振込 ※幌延町から送付される振込用紙で払込み（手数料不要） 

 (２) 現金書留 ※お近くの郵便局でお手続き（郵便料等発生） 

 (３) 送金 ※送金先：稚内信用金庫幌延支店  普通 0004931 

      幌延町会計管理者(ホロノベチョウカイケイカンリシャ) 

 (４) 窓口 ※幌延町役場、問寒別出張所 

 

４.氏名の公表：町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で寄附者の氏名公表を希望しない場合のみ○印をご記入ください。 

 公表を希望しない。 

 

５.個人情報の取扱いについて（別紙１参照） 

 同意します。 

 



別紙１ 個人情報の取扱いについて 

１ はじめに 

幌延町へのふるさと応援寄附の申込みにより、収集した個人情報（名前・住所・電話番号・メール

アドレスなどの個人を特定できる情報又は組み合わせることで個人を特定できる情報）については、

個人情報の保護に関する法律及び幌延町個人情報の保護に関する法律施行条例に基づいて適正な管

理を行います。 

２ 個人情報の取得 

ふるさと応援寄附のお申込み・お問合わせを行っていただく場合には、お名前・ご住所・電話番号・

メールアドレスなどの個人情報を提供していただいております。 

  取得した個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的を明示し、その目的以外には利用いたし

ません。 

３ 個人情報の利用 

  取得した個人情報は次の目的で利用します。 

⑴ ふるさと応援寄附をお申込みされた方に対し、必要に応じて、お問合わせに対する回答や申込

内容確認、お知らせなどの連絡、パンフレットなどの資料送付を行うため、お名前やご住所、電

話番号、メールアドレスなどの連絡先情報を利用する場合 

⑵ ふるさと応援寄附金の寄附者に、幌延町の「返礼品」の送付を行うため、氏名や住所、電話番

号などの連絡先情報を利用する場合 

⑶ 「幌延町ホームページ」若しくは「広報ほろのべの窓」において、あらかじめ同意をいただい

たふるさと応援寄附金寄附者の住所（市町村まで）、お名前、寄附金額を公表する場合 

４ 個人情報の開示への同意 

ふるさと応援寄附のお申込みに際しては、次の事項をあらかじめご承認いただくものとします。 

⑴ 返礼品を取り扱う事業者（以下「返礼品取扱事業者」という）が提供する「返礼品」をふるさ

と応援寄附金の寄附者に送付する際に、お名前・ご住所・電話番号などの送付に必要な情報を返

礼品取扱事業者に開示すること。 

⑵ 返礼品取扱事業者が提供する商品に関するお問合わせを受けた場合で、お問合わせに対する回

答を返礼品取扱事業者から直接行うことが適切であると判断した場合に、お問合わせの内容およ

びメールアドレスなどの回答先情報を当該返礼品取扱事業者に開示すること。 

⑶ 次の場合において、個人情報を第三者へ提供すること。 

① 法令等に定めがあるとき。 

② 出版、報道等により公にされているとき。 

③ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

④ その他個人情報の保護に関する法律及び幌延町個人情報の保護に関する法律施行条例に定

めがあるとき。 

５ 個人情報の保持・管理方法 

取得した個人情報については、厳重に管理し、個人情報の保護に関する法律及び幌延町個人情報の

保護に関する法律施行条例に基づき漏洩、不正流用、改ざんなどがないように適切な管理に努めます。 

 

 

 



≪返礼品申込書≫ 

寄附金の額に応じて○印をご記入ください。 

 

寄附金の額 返礼品区分 

5千円 Ａグループ 

7千円 Ｇグループ 

1万円 Ｂグループ 

1万 2千円 Ｈグループ 

1万 5千円 Ｃグループ 

2万円 Ｄグループ 

3万円 Ｅグループ 

 

返礼品 

Ａ 

(A-3) トナカイ缶詰（大和煮）1缶 

(A-4) トナカイ缶詰（味噌煮）1缶 

(A-5) トナカイソーセージ（140ｇ×1袋） 

(A-6) サロベツ合鴨ロースジンギスカン（300g×1袋） 

(A-7) 北海道幌延スモーキーピート（80g×1袋、20g×2袋） 

Ｇ 

(Ｇ-1) サロベツ合鴨ロースハム（260ｇ～279ｇ×1個） 

(Ｇ-2) 幌延町産秘境牛ビーフシチュー（500ｇ×1袋） 

Ｂ 

(B-9) トナカイ缶詰（大和煮・味噌煮） 各 1缶 

(B-13) 幌延町産ミズナラ木樽貯蔵 純米樽酒「幌延」 1本（500ｍｌ） 

(B-16) トナカイソーセージ（140ｇ×2袋） 

(B-28) 幌延ジンギスカン（700g×1袋） 

(B-31) 幌延町産ミズナラ樽熟成ワイン 2020（12か月熟成） 1本（720ｍｌ） 

(B-32) 幌延産「しな」はちみつＡセット（300ml×2個、20ml×2個） 

(B-33) 幌延町産ミズナラ樽熟成 純米吟醸酒「利尻富士栄泉」 500ml×1本 

Ｈ 

(H-5) トナカイ角細工セット（2個） 

(H-6) 幌延町産 秘境牛ハンバーグ レギュラー（150g×4個） 

(H-7) 幌延町産 秘境牛ハンバーグ デミグラス（150g×4個） 

(H-8) 幌延町産 秘境牛ハンバーグ 和風おろし（150g×4個） 



(H-9) 
幌延町産 秘境牛ハンバーグ 2種食べ比べセットＡ 

（レギュラー・デミグラス 各 150g×2個） 

(H-10) 
幌延町産 秘境牛ハンバーグ 2種食べ比べセットＢ 

（レギュラー・和風おろし 各 150g×2個） 

(H-11) 
幌延町産 秘境牛ハンバーグ 2種食べ比べセットＣ 

（デミグラス・和風おろし 各 150g×2個） 

(H-12) 幌延町産ミズナラ木樽貯蔵 梅酒 1本（500ｍｌ） 

(H-13) 
サロベツ合鴨モモすき焼きセット 

（モモスライス 160ｇ×5、オイル 1袋、オリジナルすき焼きタレ 1袋） 

(H-14) サロベツ合鴨ロース塩あいがもセット（150ｇ×4袋） 

(H-15) 
秘境駅グッズＡ（秘境駅キャラクターマウスパッド 1枚・秘境駅クリアファイル 1枚、ふるさと納税限定

感謝状×1枚） 

(H-16) サロベツ合鴨ロースハムセット（合鴨ハム 260～279ｇ×2個） 

(H-17) 
サロベツ合鴨ロースハム×サロベツ合鴨ロースジンギスカンセット 

（ロースハム[260～279ｇ×1個]・ロースジンギスカン[300ｇ×1袋]） 

(H-18) 

サロベツ合鴨そばセット（ロース） 

（ローススライス[80ｇ×4袋]・ガラベース[50ｇ×2袋]・合鴨オイル[50ｇ×1袋]・ 

幌加内そば[240ｇ×2袋]・うまいたれ[100ｍｌ×2本]） 

Ｃ 

(C-1) 幌延町産ミズナラ木樽貯蔵 本格米焼酎原酒「幌延」 1本 

(C-4) サロベツ合鴨鍋セット（ロース） 

（ローススライス[160ｇ×4袋]・つくね[200ｇ×1袋]・オリジナル合鴨鍋タレ[300ｇ×2袋] ） 

(C-7) 幌延町産 秘境牛ハンバーグ 3種食べ比べセット                

（レギュラー・デミグラス・和風おろし 各 150g×2個） 

(C-8) 幌延ジンギスカン（350g×3袋） 

（C-11） 秘境駅グッズ B（秘境駅マウスパッド 1枚、秘境駅マグカップ 1個、ふるさと納税限定感謝状 1枚） 

（C-13） サロベツ合鴨ロースジンギスカンセット（300ｇ×3袋） 

（C-14） サロベツ合鴨すき焼きセット（ロース） 

（ローススライス[160ｇ×4袋]・合鴨オイル[50ｇ×1袋]・オリジナルすき焼きタレ[350cc×1袋]） 

（C-15） サロベツ合鴨薄切りすき焼きセット（ロース） 

（ロース薄切りスライス[160ｇ×4袋]・合鴨オイル[50ｇ×1袋]・オリジナルすき焼きたれ[350cc×1袋]） 

（C-16） サロベツ合鴨鍋セット（モモ） 

（モモスライス[160ｇ×5袋]・つくね[200ｇ×1袋]・オリジナル合鴨鍋タレ[300ｇ×2袋] ） 

（C-17） サロベツ合鴨しゃぶしゃぶセット 

（ロース薄切りスライス[160ｇ×4袋]・利尻昆布[1袋]・ポン酢[12個]） 

（C-18） サロベツ合鴨モモ塩あいがもセット（150ｇ×6袋） 

（C-19） サロベツ合鴨モモジンギスカンセット（300ｇ×5袋） 

Ｄ 

(D-1) 「秘境駅の里『ほろのべ』」グッズＣ（秘境駅ミニ行先板 1枚、ふるさと納税限定感謝状 1枚） 

(D-2) 新幌延町史（1冊） 



(D-4) 
幌延の酒でほろ飲んべぇ 2本セットＢ 

（ミズナラ木樽貯蔵純米樽酒（500ｍｌ）＆ミズナラ木樽貯蔵本格米焼酎（500ｍｌ）【各 1本】） 

(D-10) 幌延クラフトジン 9148 ＃1989 HORONOBE MAYBEE BLUE） 1本 

Ｅ (E-4) 

幌延のお酒 3本セットＢ 

（ミズナラ木樽貯蔵純米樽酒（500ｍｌ）＆ミズナラ木樽貯蔵本格米焼酎（500ｍｌ）＆ミズナラ木

樽貯蔵梅酒（500ｍｌ）【各 1本】） 

返礼品を希望しない 

 

※別表１から駅名を選択ください 

別表１ 駅名選択について 

次の返礼品の駅名を選択して○印をご記入ください。 

（H-15）秘境駅グッズ Aセット 

〇秘境駅オリジナルキャラキターマウスパッド 

糠南駅（ぬかにゃん）、下沼駅（ぬまひきょん）、南幌延駅（ミナミほろりん）、雄信内駅（のぷ爺） 

（D-1）秘境駅グッズ C セット 

〇秘境駅ミニ行先板１枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

①オリジナルキ

ャラクターマウ

スパッド 

⑥行先板 駅名選択 

  秘境駅「糠南」 

  秘境駅「雄信内」 

  秘境駅「南幌延」 

  秘境駅「上幌延」 

  秘境駅「下沼」 

  無人駅「問寒別」 

  有人駅「幌延」 


