
令和3年10月刊行

寄附金額 品　　名 事業者

10,000 うずらのプリン　３種６個入り 株式会社室蘭うずら園

室蘭うずらのﾌﾟﾘﾝ（90ｇ）×2個
うずらのﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝﾌﾟﾘﾝ（90ｇ）×2個
うずらの白いお豆ﾌﾟﾘﾝ（90ｇ）×2個
※蜂蜜を使用しておりますので、1歳未満の
　 お子様には与えないでください。

10,000 カレーラーメン４食、丸餃子１０個、パリもち包子豚１６個セット 株式会社室蘭製麺

室蘭地球岬ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ65g×2）×2袋
どさんこもちﾌﾟﾘ丸餃子（25g）×10個
北海道のﾊﾟﾘもち包子豚（20g）×16個

10,000 味付うずら卵ヤヤン昆布（１５０ｇ×２）＆燻たま（５粒×５）セット 株式会社室蘭うずら園
味付うずら卵ﾔﾔﾝ昆布だし（150ｇ)×2袋
燻製うずら卵（5粒）×5ﾊﾟｯｸ

10,000 【さとふる限定】 草太郎ベストセット 草太郎本舗

草太郎　5個
千寿栗　5個
べこ餅　6個（黒糖2個、草2個、
　　　　　　　　 紅白1個、ｸﾁﾅｼ1個）

10,000 室蘭地球岬カレーラーメン　５袋　（１０食入） 株式会社室蘭製麺
室蘭地球岬ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ65g×2）×5袋

内　　容
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寄附金額 品　　名 事業者 内　　容

10,000 どさんこもちプリ丸餃子・チーズ餃子　各１０個入り×２、
パリもち包子豚・チーズ　各８個入りセット

株式会社室蘭製麺

どさんこもちﾌﾟﾘ丸餃子　25g×20個
どさんこもちﾌﾟﾘﾁｰｽﾞ餃子 25g×20個
北海道のﾊﾟﾘもち包子豚　20g×8個
北海道のﾊﾟﾘもち包子ﾁｰｽﾞ　20g×8個

10,000 ナイトクルージング乗船チケット　（１名様） ｽﾀｰﾏﾘﾝ株式会社

ﾅｲﾄｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ乗船ﾁｹｯﾄ（1名様）
所要時間：約60分
運航期間：4月～11月
※当日の参加者が5人以上集まらない場合や
　 天候悪化により、中止となる場合がございま
　 す。
※欠航等で乗船できない場合の返金は致しか
　 ねます。
※ﾁｹｯﾄには有効期限はないので、中止の場合
　 は再度予約をお願いします。

10,000 室蘭うずらのプリン　１種６個入り 株式会社室蘭うずら園

室蘭うずらのﾌﾟﾘﾝ（90ｇ）×6個

※蜂蜜を使用しておりますので、1歳未満の
　 お子様には与えないでください。

10,000 室蘭うずらのプリン ４個 ＆ カステラ（キューブ） ４個セット 株式会社室蘭うずら園

室蘭うずらのﾌﾟﾘﾝ（90ｇ）×4個
うずらんかすていら（ｷｭｰﾌﾞ）×4個

※蜂蜜を使用しておりますので、1歳未満の
　 お子様には与えないでください。

10,000 燻たま（５粒×５）＆味たま（５粒×５）セット 株式会社室蘭うずら園
燻たま（5粒）×5
味たま（5粒）×5

10,000 室蘭カレーラーメン ６食、汁なしカレーラーメン ４食、
カレーつけ麺 ２食　セット

株式会社室蘭製麺

室蘭地球岬ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ65g×2）×3袋
汁なしｶﾚｰﾗｰﾒﾝ　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ45g×2）×2袋
ｶﾚｰつけ麺　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ46g×2）×1袋

１名様      
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寄附金額 品　　名 事業者 内　　容

10,000 ラーメン５種　各２食、餃子・包子　各１袋セット 株式会社室蘭製麺

室蘭地球岬ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ65g×2）×1袋
汁なしｶﾚｰﾗｰﾒﾝ　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ45g×2）×1袋
ｶﾚｰつけ麺　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ46g×2）×1袋
地球岬ﾗｰﾒﾝ醤油味　
（めん120g×2、ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ25g×2、ｽｰﾌﾟ
35g×2）×1袋
地球岬ﾗｰﾒﾝ味噌味　
（めん120g×2、ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ25g×2、ｽｰﾌﾟ
35g×2）×1袋
どさんこもちﾌﾟﾘ丸餃子　25g×10個
北海道のﾊﾟﾘもち包子豚　20g×8個

10,000 ラーメン５種類　計１０食セット 株式会社室蘭製麺

室蘭地球岬ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ65g×2）×1袋
ｶﾚｰつけ麺　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ46g×2）×1袋
汁なしｶﾚｰﾗｰﾒﾝ　
（めん120g×2、ｽｰﾌﾟ45g×2）×1袋
地球岬ﾗｰﾒﾝ醤油味　
（めん120g×2、ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ25g×2、ｽｰﾌﾟ
35g×2）×1袋
地球岬ﾗｰﾒﾝ味噌味　
（めん120g×2、ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ25g×2、ｽｰﾌﾟ
35g×2）×1袋

10,000 もちプリ丸餃子 １０個入り×１、
パリもち包子（豚・チーズ） 各８個入り×２セット

株式会社室蘭製麺

どさんこもちﾌﾟﾘ丸餃子（25g）×10個
北海道のﾊﾟﾘもち包子豚（20g）×16個
北海道のﾊﾟﾘもち包子北海道ﾁｰｽﾞ
（20g）×16個

10,000 室蘭イタンキ昆布出汁（５００ｍｌ） ３本と
室蘭イタンキ昆布（３００ｇ）の満足セット

株式会社ｱｸﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
室蘭ｲﾀﾝｷ昆布出汁（500ｍｌ）×3本
室蘭ｲﾀﾝｷ昆布（300ｇ）×１袋

- 3 -



寄附金額 品　　名 事業者 内　　容

10,000 北海道ホタテバターまん（２個入×２パック）、
北海道じゃがバターまん（２個入×３パック） セット

株式会社室蘭製麺
北海道ﾎﾀﾃﾊﾞﾀｰまん（100ｇ×2）×2ﾊﾟｯｸ
北海道じゃがﾊﾞﾀｰまん（130ｇ×2）×3ﾊﾟｯｸ

10,000 即席袋麺「室蘭カレーラーメン」　１２袋セット 株式会社室蘭製麺
室蘭ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ　
（めん80g、ｽｰﾌﾟ42g）×12袋

10,000 速水もこみちプロデュース
GEL－COOLランチボックス　２点セット （ピンク）

株式会社三好製作所
GEL-COOL dome M （ﾋﾟﾝｸ）　1個
GEL-COOL round （ﾋﾟﾝｸ）　1個

10,000 速水もこみちプロデュース
GEL－COOLランチボックス　２点セット （ブルー）

株式会社三好製作所
GEL-COOL dome M （青）　1個
GEL-COOL round （青）　1個

10,000 速水もこみちプロデュース
GEL－COOLランチボックス　２点セット （イエロー）

株式会社三好製作所
GEL-COOL dome M （黄）　1個
GEL-COOL round （黄）　1個

10,000 室蘭名物　蘭たん亭カレーラーメン ７食入り 有限会社蘭たん亭 ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ（めん130ｇ、ﾀﾚ75ｇ）×7食
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寄附金額 品　　名 事業者 内　　容

10,000 バター煎餅・チーズ煎餅詰め合わせ 株式会社富留屋
ﾊﾞﾀｰ煎餅（4枚包み）×24個
ﾁｰｽﾞ煎餅（4枚包み）×16個

10,000 室蘭やきとりまん、室蘭カレーラーメンまん、北海道じゃがバター
まんセット

株式会社室蘭製麺

室蘭やきとりまん（80g）×4袋
室蘭ｶﾚｰﾗｰﾒﾝまん（80ｇ）×4袋
北海道じゃがﾊﾞﾀｰまん （130ｇ×2個入）
×2ﾊﾟｯｸ

13,000 速水もこみちプロデュース
GEL－COOLランチボックス　３点セット （ピンク）

株式会社三好製作所

GEL-COOL dome M （ﾋﾟﾝｸ）　1個
GEL-COOL round （ﾋﾟﾝｸ）　1個
deli lunchbox （ﾋﾟﾝｸ）　1個

13,000 速水もこみちプロデュース
GEL－COOLランチボックス　３点セット （ブルー）

株式会社三好製作所

GEL-COOL dome M （青）　1個
GEL-COOL round （青）　1個
deli lunchbox （青）　1個

13,000 速水もこみちプロデュース
GEL－COOLランチボックス　３点セット （イエロー）

株式会社三好製作所

GEL-COOL dome M （黄）　1個
GEL-COOL round （黄）　1個
deli lunchbox （黄）　1個

14,000 室蘭やきとり伊勢広　豚精肉串　２０本入 やきとり伊勢広

豚精肉串（20本）
タレ（90ｇ）
粉からし（16ｇ）

受付期間外

受付期間外
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寄附金額 品　　名 事業者 内　　容

15,000 地球岬遊覧　乗船チケット　（１名様） ｽﾀｰﾏﾘﾝ株式会社

地球岬遊覧　乗船ﾁｹｯﾄ（1名様）
所要時間：約90分
運航期間：4月～11月
※当日の参加者が5人以上集まらない場合や
　 天候悪化により、中止となる場合がございま
　 す。
※欠航等で乗船できない場合の返金は致しか
　 ねます。
※ﾁｹｯﾄには有効期限はないので、中止の場合
　 は再度予約をお願いします。

20,000 イルカ、クジラウォッチング乗船チケット　（１名様） ｽﾀｰﾏﾘﾝ株式会社

ｲﾙｶ、ｸｼﾞﾗｳｫｯﾁﾝｸﾞ乗船ﾁｹｯﾄ 1名様
所要時間：約150分
運航期間：6月～8月
※当日の参加者が5人以上集まらない場合や
　 天候悪化により、中止となる場合がございま
　 す。
※欠航等で乗船できない場合の返金は致しか
　 ねます。
※ﾁｹｯﾄには有効期限はないので、中止の場合
　 は再度予約をお願いします。

20,000 ナイトクルージング乗船ペアチケット ｽﾀｰﾏﾘﾝ株式会社

ﾅｲﾄｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ乗船ﾍﾟｱﾁｹｯﾄ
所要時間：約60分
運航期間：4月～11月
※当日の参加者が5人以上集まらない場合や
　 天候悪化により、中止となる場合がございま
　 す。
※欠航等で乗船できない場合の返金は致しか
　 ねます。
※ﾁｹｯﾄには有効期限はないので、中止の場合
　 は再度予約をお願いします。

20,000 いくら醤油味　（２５０ｇ入り×２パック） 株式会社ｶﾈｻﾝ佐藤水産 いくら醤油（250ｇ入り×2ﾊﾟｯｸ）

30,000 地球岬遊覧　乗船ペアチケット ｽﾀｰﾏﾘﾝ株式会社

地球岬遊覧 乗船ﾍﾟｱﾁｹｯﾄ
所要時間：約90分
運航期間：4月～11月
※当日の参加者が5人以上集まらない場合や
　 天候悪化により、中止となる場合がございま
　 す。
※欠航等で乗船できない場合の返金は致しか
　 ねます。
※ﾁｹｯﾄには有効期限はないので、中止の場合
　 は再度予約をお願いします。

２名様

１名様

２名様

１名様      
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寄附金額 品　　名 事業者 内　　容

40,000 イルカ、クジラウォッチング乗船ペアチケット ｽﾀｰﾏﾘﾝ株式会社

ｲﾙｶ、ｸｼﾞﾗｳｫｯﾁﾝｸﾞ乗船ﾍﾟｱﾁｹｯﾄ
所要時間：約150分
運航期間：6月～8月
※当日の参加者が5人以上集まらない場合や
　 天候悪化により、中止となる場合がございま
　 す。
※欠航等で乗船できない場合の返金は致しか
　 ねます。
※ﾁｹｯﾄには有効期限はないので、中止の場合
　 は再度予約をお願いします。

２名様
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　＜さとふるＵＲＬ＞

　　https://www.satofull.jp/city-muroran-hokkaido/　　

　　

さとふるの

ＱＲコードはこちら ⇒

＜お問い合わせ窓口＞

　●カタログについて

　　〒051-8511　北海道室蘭市幸町１番２号

　　室蘭市 総務部 総務課 総務係

　　☎　 (０１４３)２５-２２１５

　　FAX　(０１４３)２４-７６０１

　　Mail：soumu@city.muroran.lg.jp

　

　●アレルギー表示について
　

　　さとふるお客様サポートセンター

　　☎　０５７０－０４８－３２５

　

お申し込みはふるさと納税ポータルサイト 『さとふる』 で！

こちらのカタログに掲載している贈呈品のお申し込みは、

インターネットからのみ受付中！
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