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清水の 牛

肉

ブラウンスイス牛
黒毛和牛と同レベルの旨味成分「オレイン酸」を含む、
ブラウンスイス牛。北海道全体の0.24%しかいない幻の品
種です。その美味しさを手軽に感じていただける無添加コ
ンビーフ。ブラウンスイス牛と塩のみで作られており、北
のハイグレード食品等、様々な賞を受賞している逸品です。

㈲コスモス
TEL：0156-63-2080

十勝若牛®
十勝清水町が独自の生産方法で育てたブランド牛。赤身
肉の旨味を追求し、肉の存在感はそのままに、低脂肪・低
カロリーの健康的な牛肉です。赤身肉自体が多くの肉汁を
含み、脂肪が少ないのにパサつかず、赤身肉の豊かな旨味
を堪能できます。きめ細やかで柔らかな肉質も特徴です。

㈱十勝清水フードサービス
TEL：0156-62-1129

神居牛
チャンピオン賞連覇‼品評会で高い評価を受ける、清水産
の牛肉。焼いたときに醸し出されるバターのような芳醇な
香りが特徴です。牛にとってストレスの少ない環境での肥
育、おいしい水や栄養価の高い穀物を与えるなど、生産者
佐藤さんの「よい肉質にするためのこだわり」が随所に。
※福岡県の㈱福永産業より出荷します。

㈱佐藤育成牧場
TEL：0156-62-5586

牛とろフレーク
「Born Free」の願望をもとに、第一に健康な牛の育て
方を求め、健康で美味しい牛肉の加工販売に取り組んでき
ました。健康に育つからこそ、牛特有の臭みやしつこさが
無く、独特の旨味のある牛肉となります。スパイスを使わ
ず素材そのものを味わっていただくために、牛とろフレー
クは生まれました。

㈲十勝スロウフード
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TEL：0156-63-3011

清水の乳 製品
あすなろファーミング
あすなろファーミングの牛乳は、科学の力には頼りませ
ん。牧草地は土づくりからはじめ、農薬や化学肥料を使わ
ず、沖縄のサンゴの天然カルシウムを使用しています。牛
には輸入飼料や遺伝子組み換え作物を一切与えていません。
自然環境・品質管理・製法にこだわった、あすなろファー
ミングの乳製品を、ぜひご賞味下さい。

㈲あすなろファーミング
TEL：0156-62-2277

アルプス牧場
十勝アルプス牧場は、2010年に日本草地畜産種子協会に
よって放牧畜産実践牧場に認証された、放牧認証第1号の牧
場です。ブラウンスイス牛は放牧に適し、暑さにも寒さに
も強い、筋肉質でたくましい牛です。牛乳は、乳成分、特
にタンパク質率が高く、濃厚でコクのある一方、後口が
さっぱりしているという特徴があります。

十勝アルプス牧場
TEL：0156-62-3327

キサラ・ファーム
国産ナチュラルチーズの50％以上を生産する北海道十勝。
世界大会や国内のコンテストで金賞受賞など、世界的な評
価を受けています。清水町にも、広大な自然と美味しい水
という恵まれた環境で暮らす牛たちの、高品質な牛乳を
使った美味しいチーズがあります。清水産牛乳を使用した、
味わい深いチーズをお楽しみください。

㈱キサラ・ファーム
TEL：0156-63-3800

宮地牧場
宮地牧場は、北海道の十勝清水町にあり、放牧畜産実践
牧場の認証を受けている牧場です。牛本来の暮らし方を大
切にした自然酪農を行っているため、1年中完全放牧、自然
分娩でノビノビと育っています。
『人の健康に役立つものを召し上がっていただきたい。
自然と人がともに持続して暮らせる環境を作りたい。そし
て、そういった宮地牧場の在り方に共感していただける
方々と出会いたい。』という思いで作られたバターとフロ
マージュブランをぜひお楽しみください。

宮地牧場
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農産品
JA十勝清水
じっくりと発酵/熟成される工程で、強いにおいや辛味成
分が抜け本来の甘味を味わうことができる熟成黒にんにく
は、甘くてフルーティーな口当たり。独自製造する有機堆
肥を投入した土で生まれたアスパラガスは、取れたてを自
然の雪を利用した氷室で冷やし、新鮮なままお届けします。

十勝清水町農業協同組合農産課
TEL：0156-62-2131

旭山農志塾
人と自然に優しい循環型農業を基本に、生産/加工/販売を
行っています。農耕事業では、化学肥料は一切使わず木炭
と養鶏事業から作られる有機肥料のみで作物を栽培してい
ます。養魚事業では、日高山脈から浸透したミネラルを多
く含む伏流水を使用しトラウトサーモンを育てています。

社会福祉法人 清水旭山学園
TEL：0156-63-2134

とかちしみずフルーツガーデン
とかちしみずフルーツガーデンは、北海道十勝清水町で
１２種類ほどの果樹を栽培しています。６月のハスカップ
収穫から１０月のリンゴまで、旬の果物をその場で味わえ
るため、地元民に愛されるガーデンとなっています。
「選べるジャム３種セット」は、果物と北海道産グラ
ニュー糖、レモン果汁だけを使用し、保存料や添加物を一
切使わず、果物本来の風味が活きるよう仕上げました。

とかちしみずフルーツガーデン
TEL：0156-62-5838

A-Netファーム十勝
森田農場で作られる小豆は、高品質な十勝産小豆の中で
も大粒の小豆のみを厳選したプレミアムな逸品です。良質
な有機肥料を使った健康で豊かな土が美味しさの秘訣です。
色と風味にこだわり、仕上げは天日でじっくりと自然乾
燥しています。
十勝で育った渋みの少ない艶と風味のある小豆をお楽し
みください。

㈱A-Netファーム十勝
TEL：0156-63-2789
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豚肉・鶏肉
ドライブインいとう
十勝ご当地グルメの代表格「豚丼」は、十勝開拓から現
在に至るまで、地元住民や観光客に愛されてきました。清
水町の豚丼といえば、ここ！！昭和46年頃に、オリジナル
豚丼を開発して以来、より美味しい豚丼を追求してきまし
た。新千歳空港にも出店している逸品を、ぜひご家庭で。

ドライブインいとう清水本店
TEL：0156-62-5141

鳥せい本店
昭和53年に清水町にて創業して以来、冷凍しないフレッ
シュな若どりの提供に日々努めてきました。炭の優しい火
でじっくりパリッと焼き上げた「炭火焼き」に、こだわり
の特製油で揚げた「から揚げ」はアツアツの風味がほとば
しる美味しさの連続攻撃。看板メニューをお届けします。

㈱鳥せい本店
TEL：0156-62-2989

辻屋精肉店
昭和２年創業。肉の専門店として、北海道清水町で地域
住民に長年愛され続けているお店です。辻屋精肉店が最も
こだわって提供し続けている北海道産厳選豚肩ロース。人
気があるしゃぶしゃぶ用スライスと、看板商品の「豚みそ
漬け」をぜひご賞味ください。

辻屋精肉店
TEL：0156-62-2075

とかち桃花豚
とかち桃花豚は、肉と脂肪のコントラストが桃の花のよ
うに鮮やかな、清水町青木ピッグファーム自慢の豚肉です。
青木ピッグファームでは、豚を健康に育てることを第一に
考えています。
美味しい豚肉を育む飼育方法として全国的にも高く評価
され、日本SPF豚協会の総合生産成績最優秀賞を６度受賞
した「とかち桃花豚」の餃子をお楽しみください。

味想百盛
TEL：0155-47-7711
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その他・甘味
とか蜜
とか蜜は甜菜糖をゆっくり煮詰めて作られます。メ
イプルシロップのような濃厚で豊かな味わいがあるの
に、糖質やカロリーは控えめです。
ヨーグルトやコーヒーにはもちろん、お菓子作りや
煮物等の料理、カレーの隠し味にも！
お母さんが手作業で作る優しい甘さが人気を呼んで
います。湯煎でじっくりと火を通し、優しく仕上げた
美味しいとか蜜をお楽しみください。

佐藤友子

TEL：0156-62-5198

とんかつのみしな
とんかつのみしなは、十勝屈指のとんかつの名店として、
舌の肥えた十勝っ子のみならず、札幌など道央圏や遠くは
道外からもお客様がいらっしゃいます。創業50余年レシ
ピを守り続け、たくさんの素材で煮込んだスープを使用し
てスパイスをふんだんに使ってじっくり煮込んだカレーや
北海道産豚ひき肉と玉ねぎを使用し、トマトの酸味が効い
たさっぱりとして飽きのこないミートソースは絶品です。

とんかつのみしな
TEL：0156-63-5238

かぼちゃ野郎
大正11年に創業したえびすやは、洋菓子、和菓子、
郷土銘菓まで色々なお菓子を販売しており、地域の
幅広い方に愛されるお店です。かぼちゃ野郎は、40
年の歴史を誇る清水町銘菓です。清水町の契約農家
が生産するかぼちゃをふんだんに使ったパイで、か
ぼちゃには相当なこだわりがあります。熟成された
かぼちゃの甘さとホクホク感のバランスが最も良い
状態のパイに仕上げています。

えびすや菓子舗
TEL：0156-62-2052

第九のまち

しみず

清水町は第九の町として知られています。
そのきっかけは、昭和55年の清水町文化会館落成を記念
して演奏されたことにあります。
「第九のまち しみず」は、あの感動を再現したいとい
う願いを込めて、九種類の世界のナッツと郷土特有のフ
レッシュバター、玉子、ビート糖を使い郷土色豊かに焼き
上げた銘菓（歌）です。

静月菓子店
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TEL：0156-62-2203

8,000円

8,000円

8,000円

あすなろプリンセット
ぷるぷるプリン90g×1、かぼちゃプリン
90g×1、黒ごまプリン90g×1、コーヒープ
リン90g×1、いちごプリン90g×1

㈲あすなろファーミング

あすなろヨーグルトセット

あすなろ
飲むヨーグルトセット

プレーンヨーグルト500g×1、スィート
ヨーグルト500g×1、あすなろヨーグルト
70g×2、農園のムース70g×2

飲むヨーグルト450ml×1、ハスカップ飲む
ヨーグルト450ml×1、プレーン飲むヨーグ
ルト450ml×1

㈲あすなろファーミング

㈲あすなろファーミング

8,000円

8,000円

8,000円

清水銘菓 十勝清水ラング

十勝アルプス牧場
ミルクジャムセット

とか蜜３本セット

ミルクジャム75g×1、あずきミルクジャム
75g×1、ハスカップミルクジャム75g×1

十勝清水ラング 12枚
常温

静月菓子店

常温

十勝アルプス牧場

8,000円

8,000円

とんかつのみしな 最高のカツを食
べるためのソース２本セット
トンカツソース 300ml
胡麻ドレッシング 300ml

とか蜜 700g×3

常温

佐藤 友子

8,000円

とんかつのみしな 名店の
カレー

とんかつのみしな 名店の
ミートソース

カレー（レトルト） 200g×3

ミートソース（レトルト） 200g×3

常温

常温

とんかつのみしな

とんかつのみしな

9,000円

9,000円

いつもの朝食を
少し豊かにするセット
とかち野酵母 5g×6袋
北海道どさんこオリゴ 300g×2本

とんかつのみしな

10,000円

十勝スロウフード
牛肉のからすみ

あすなろ牛乳 6Ｌ

牛肉のからすみ40g×1

あすなろ牛乳1Ｌ×6

常温

スズラン企業㈱

㈲十勝スロウフード

㈲あすなろファーミング
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10,000円

あすなろ
飲むヨーグルト10本
あすなろ飲むヨーグルト140ml×10

㈲あすなろファーミング

10,000円

十勝千年の森
ナチュラルチーズミニセット
はおび100g×1、北海道・十勝なが～い
チーズ90g×1、ランラン♪ラクレット
100g×1

㈱キサラ・ファーム

11,000円

10,000円

MORITABEANSお試し４種セット 小豆
茶・黒豆茶・煎り黒豆・発酵あずき
発酵あずき
小豆茶ティーバッグ
黒豆茶ティーバッグ
煎り黒豆

トンカツソース オレンジ 300ml

80g
7個入り
7個入り
50g

トンカツソース 赤

300ml

胡麻ドレッシング 300ml
常温

(株)A-Netファーム十勝

とんかつのみしな

10,000円

10,000円

十勝スロウフード
人気の牛とろフレーク
牛とろフレーク

とんかつのみしな 最高のカツを食
べるためのソーズ３本セット

140g×1

※タレは付属しません

十勝スロウフード 牛とろのお肉でつくった醬
(ひしお) ジャンビーフ２本セット

牛とろのお肉でつくった醤（ひしお）
ジャンビーフ 100g×2
（有）十勝スロウフード

（有）十勝スロウフード

11,000円

常温

11,000円

あすなろ飲むヨーグルト
・ヨーグルトセット

旭山農志塾
山わさび醤油漬け

清水銘菓 かぼちゃ野郎

飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ450ml×1、ﾊｽｶｯﾌﾟ飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ
450ml×1、ﾌﾟﾚｰﾝ飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ450ml×1、ﾌﾟﾚｰ
ﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ500g×1、ｽｨｰﾄﾖｰｸﾞﾙﾄ500g×1、あ
すなろﾖｰｸﾞﾙﾄ70g×1、農園のﾑｰｽ70g×1

山わさび醤油漬け110g×5

かぼちゃ野郎 18個

㈲あすなろファーミング

11,000円

十勝アルプス牧場
ふるさとアイスセット
プレミアムアイス100ml×3、クリームチー
ズアイス100ml×3、バニラアイス100ml×3、
あずきアイス100ml×3
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10,000円

えびすや菓子舗

社会福祉法人 清水旭山学園

11,000円

11,000円

鳥せい本店の若どり炭火焼き
＆から揚げセット(各1人前)

十勝清水ようかんセット

若どりの炭火焼き×1人前、若どりのから揚
げ×1人前 ※3～4人のご家族で召し上がっ
ていただける量です。

十勝清水ようかん 370g
アスパラようかん 370g
常温

十勝アルプス牧場

えびすや菓子舗

㈱鳥せい本店

12,000円

12,000円

旭山農志塾
有機農産物パウダーセット
有機農産物パウダー50g×4種(とうもろこし、
かぼちゃ、にんじん、ごぼう)、緑大豆きな
粉200g×1

12,000円

あすなろ牧場のカップソフト
アイスセット100g×8個セット
カップソフトアイス

100g×8個

とかちしみずフルーツガーデンの
ハスカップジャムづくりセット
ハスカップジャム 130g
ハスカップ 500g

常温

社会福祉法人 清水旭山学園

(有)あすなろファーミング

とかちしみずフルーツガーデン

12,000円

12,000円

十勝スロウフード
牛とろヴルストセット
牛とろヴルスト(プレーン)120g×1(2本入)、
牛とろヴルスト(なんばん)120g×1(2本入)、
牛とろヴルスト(トマト)120g×1(2本入)

12,000円

宮地牧場の
グラスフェッドバター

ホクレンの上白糖5kg
グラニュ糖5kg
上白糖 1kg×5袋

グラスフェッドバター 100g

グラニュ糖 1kg×5袋
常温

㈲十勝スロウフード

ホクレン グリーンショップ

13,000円

12,000円

とんかつのみしな お食事券

旭山農志塾山わさび醤油漬け
とゆでとうもろこしセット
山わさび醤油漬110g×3

お食事券

1,000円×3枚

とんかつのみしな

13,000円

ゆでとうもろこし250g×8

社会福祉法人 清水旭山学園

13,000円

宮地牧場

13,000円

あすなろ乳製品
ギフトミニセット
牛乳1Ｌ×1、飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ450ml×1、ﾊｽｶｯ
ﾌﾟ飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ450ml×1、ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ
500g×1、農園のﾑｰｽ70g×3、あすなろﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ70g×3、ﾊｽｶｯﾌﾟﾋﾟｭｰﾚ130g×1
㈲あすなろファーミング

13,000円

あすなろ料理セット

いつでも旬の美味しさ旭山農志塾
十勝清水産ゆでとうもろこし

佐藤さんちの神居牛
万能切り落とし

あすなろ牛乳1L×1、生クリーム500g×1、
手造りバター160g×1

ゆでとうもろこし250g×15

万能切り落とし 500g

㈲あすなろファーミング

社会福祉法人 清水旭山学園

㈱佐藤育成牧場
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13,000円

13,000円

13,000円

佐藤さんちの神居牛
徳用焼肉450ｇ
焼肉用 カルビー、モモ、ロース 計450g

神居牛ローストビーフ
【1本入り】タレ付き

清水銘菓 恋の日勝峠

ローストビーフ 220g

恋の日勝峠 20枚

ローストビーフたれ 90g

常温

㈱佐藤育成牧場

㈱佐藤育成牧場

13,000円

13,000円

13,000円

とかちしみずフルーツガーデンの
ハスカップ １kg

とかちしみずフルーツガーデンの
ハスカップ＆ラズベリーセット

とかちしみずフルーツガーデンの
選べるジャム３種セット
下記の中より３種類お選びください。
A)梅 B)プラム C)プルーン D)りんご
E)なし F)ハスカップ G)ラズベリー
H)黒カシス I )ルバーブ＆ハスカップ
各種 130g
常温
とかちしみずフルーツガーデン

静月菓子店

ハスカップ 500g

ハスカップ 500g×2

ラズベリー 300g

とかちしみずフルーツガーデン

とかちしみずフルーツガーデン

13,000円

13,000円

13,000円

十勝ブラウンスイス
コンビーフ3缶セット

牛とろ丼セット
牛とろフレーク180g×1、牛とろ丼のたれ
20g×5 ※お茶碗1杯に牛とろフレーク20g、
たれ10gが目安です。

ドライブインいとうの
十勝豚丼セット
道内産厳選本ロース300g超(約3人分)、豚丼
名人200ml×1 、オリジナル携帯ストラップ
×1 ※豚肉100gに対してタレ20cc程度が
目安です。

十勝ブラウンスイス
無塩せきコンビーフ 95g×3
常温

㈲コスモス

㈲十勝スロウフード

13,000円

13,000円

ドライブインいとうの秘伝のたれ
＆万能生姜パウダーセット
秘伝のタレ豚丼名人200ml×2、秘伝のタレ
からまる味な名人200ml×1、しょうがパウ
ダー5g×1、オリジナル携帯ストラップ×1

ドライブインいとう清水本店

13,000円

ドライブインいとうの
ツケトンセット

北海道十勝熟成
黒にんにく(6玉入)×1箱

ツケトンロース肉360g(肉、タレ総重量)、
ツケトン希少部位中落ち240g(肉、タレ総重
量)、オリジナル携帯ストラップ×1

北海道十勝熟成黒にんにく
(Ｍ玉6個入)×1箱
常温

常温
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ドライブインいとう清水本店

ドライブインいとう清水本店

十勝清水町農業協同組合農産課

十勝スロウフード
牛とろ丼日勝峠の味セット

清水銘菓
第九のまち しみず
第九のまち しみず

14,000円

14,000円

14,000円

24枚

牛とろフレーク180g×1、牛とろ丼専用山
わさび醤油漬け110g×1 ※お茶碗1杯に牛
とろフレーク20g、山わさびはお好みの量で。

十勝スロウフード
牛とろろステーキ丼のセット
牛とろろステーキ100g×5

常温

㈲十勝スロウフード

㈲十勝スロウフード

静月菓子店

14,000円

14,000円

14,000円

十勝スロウフード 宇宙日本食認証北海
道産牛肉とミニトマトのハンバーグ

十勝清水青木ピッグファーム
とかち桃花豚® 野菜餃子セット
野菜餃子

95g(固形量65g)

肉屋が仕込む豚みそ漬
1kg ※10枚～12枚程度

19g×10個×6袋
常温

㈲十勝スロウフード

株式会社 味想百盛

14,000円

辻屋精肉店

14,000円

14,000円

豚肉こだわりのある方に！
厳選豚しゃぶしゃぶ

北海道てん菜を起源とした
北海道どさんこオリゴ６本セット

しゃぶしゃぶ用（肩ロース）
500g×2

北海道どさんこオリゴ 300g×6本

スズラン企業㈱

14,000円

14,000円

宮地牧場のグラスフェッド
フロマージュブラン
グラスフェッド

宮地牧場

北海道肉ソン大統領の
肉デカビーフカリー300g/箱×2

常温

辻屋精肉店

フロマージュブラン

北海道肉ソン大統領の
肉デカビーフカリー

120g×2

十勝千年の森
ナチュラルチーズセット
はおび100g×1、雪むし80g×1、北海道・
十勝なが～いチーズ90g×2、ランラン♪ラ
クレット100g×1

㈱キサラ・ファーム

常温

㈱十勝清水フードサービス

15,000円

十勝スロウフード 牛とろのお肉でつくった醬
（ひしお）でいただく牛とろ丼セット

牛とろフレーク

180g×1

牛とろのお肉でつくった醬（ひしお）
ジャンビーフ100g×1
（有）十勝スロウフード
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17,000円

18,000円

宮地牧場のグラスフェッド
バターとフロマージュブランのセット
グラスフェッドバター

100g

18,000円

ホクレンの上白糖1kg×20袋
上白糖 1kg×20袋

ホクレンのグラニュ糖
1kg×20袋
グラニュ糖 1kg×20袋

グラスフェッドフロマージュブラン 120g
常温

宮地牧場

ホクレン グリーンショップ

19,000円

18,000円

ホクレンの上白糖10kgとグ
ラニュ糖10kg

あすなろ
乳製品ギフトセット
牛乳1Ｌ×1、手造りﾊﾞﾀｰ160g×1、飲むﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ140ml×3、ﾊｽｶｯﾌﾟ飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ
140ml×3、農園のﾑｰｽ70g×4、ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ
500g×1、瓶ﾌﾟﾘﾝ90g×5種 (ﾐﾙｸ、かぼちゃ、
黒ごま、コーヒー、いちご)

上白糖 1kg×10袋
グラニュ糖 1kg×10袋

常温

ホクレン グリーンショップ

19,000円

あすなろ牧場のカップソフトア
イスセット100g×16個セット
カップソフトアイス

100g×16個

常温

ホクレン グリーンショップ

19,000円

神居牛ローストビーフ
【2本入り】タレ付き
ローストビーフ2本 計450g
ローストビーフたれ 90g

㈱佐藤育成牧場

19,000円

佐藤さんちの神居牛
徳用焼肉800g
焼肉用 カルビー、モモ、ロース 計800g
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㈲あすなろファーミング

(有)あすなろファーミング

19,000円

19,000円

佐藤さんちの神居牛焼肉用

佐藤さんちの神居牛なべ用

カルビー焼肉用 500g

㈱佐藤育成牧場

19,000円

十勝若牛®詰合せ 1
十勝若牛®ロースステーキ180g×2
十勝若牛®切落しスライス250g×1

モモスライス
(すき焼き、しゃぶしゃぶ用)500g

㈱佐藤育成牧場

19,000円

北海道十勝若牛のカレー
北海道十勝若牛のカレー200g/箱×10

常温

㈱佐藤育成牧場

㈱十勝清水フードサービス

㈱十勝清水フードサービス

19,000円

20,000円

19,000円

北海道十勝熟成
黒にんにく(6玉入)×2箱

MORITABEANSプレミア小豆5kg

野菜から作られた無添加化粧品
アスパムーンモイスチャーゲル

大粒小豆 5kg

アスパムーン モイスチャーゲル 80g

北海道十勝熟成黒にんにく
(Ｍ玉6個入)×2箱
常温

20,000円

㈱フルタイムファーム

21,000円

21,000円

十勝ブラウンスイス・
十勝牛コンビーフ6缶セット

十勝スロウフード
ハンバーグ食べ比べセット
まるトマハンバーグ150g×2、牛とろプレ
ミアムハンバーグ150g×2、牛とろろス
テーキ100g×2、まるトマソーセージ
120g×1(2本入)

十勝ブラウンスイス
無塩せきコンビーフ 95g×３
十勝牛
無塩せきコンビーフ 95g×３

常温

常温

(株)A-Netファーム

十勝清水町農業協同組合農産課

十勝ブラウンスイス
コンビーフ6缶セット
十勝ブラウンスイス
無塩せきコンビーフ 95g×6
常温

常温

㈲コスモス

22,000円

十勝アルプス牧場
牧場アイス２回便 合計２０個
【１回目】プレミアムアイス100ml×3、ク
リームチーズアイス100ml×3、バニラアイ
ス100ml×3、あずきアイス100ml×3
【２回目】放牧ミルクソフト 120ml×8

㈲コスモス

㈲十勝スロウフード

22,000円

22,000円

ドライブインいとうの
秘伝のたれ＆調味料セット

ドライブインいとうの
厳選豚満喫セット

秘伝のタレ豚丼名人200ml×2、秘伝のタレ
からまる味な名人200ml×1、しょうがパウ
ダー5g×2、味な味(佃煮)110g×1、オリジ
ナル携帯ストラップ×1

道内産厳選本ﾛｰｽ300g超(3人分程度)、ﾂｹﾄﾝ
ﾛｰｽ肉360g(肉、ﾀﾚ総重量)、ﾂｹﾄﾝ希少部位
中落ち240g(肉、ﾀﾚ総重量)、秘伝のﾀﾚ豚丼
名人200ml×1、ｵﾘｼﾞﾅﾙ携帯ｽﾄﾗｯﾌﾟ×1

常温

十勝アルプス牧場

22,000円

十勝スロウフード
牛とろ丼ニコニコセット
牛とろフレーク 180g×2
牛とろ丼のたれ 20g5袋入り×2

ドライブインいとう清水本店

ドライブインいとう清水本店

28,000円

31,000円

十勝スロウフードゴロッと牛スネ肉
スープカレー【4箱】セット

ドライブインいとうの
厳選豚よくばりセット

十勝スロウフード

道内産厳選本ロース400g(4人前)、リブス
テーキ230g×2、秘伝のタレ豚丼名人
200ml×1、味な味(佃煮)110g×1、オリジナ
ル携帯ストラップ×1

ゴロッと牛スネ肉のスープカレー
325g/箱×4
常温

㈲十勝スロウフード

㈲十勝スロウフード

ドライブインいとう清水本店
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33,000円

34,000円

十勝アルプス牧場
ふるさとアイスセット3回便

あすなろ乳製品ギフトセット
2回便すこやかセット

プレミアムアイス100ml×2、クリームチー
ズアイス100ml×2、バニラアイス100ml×2、
あずきアイス100ml×2 ※上記をひと月に
1度の頻度で3回お送りします。

牛乳1Ｌ×1、手造りﾊﾞﾀｰ160g×1、飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ
140ml×3、ﾊｽｶｯﾌﾟ飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ140ml×3、農園の
ﾑｰｽ70g×4、ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ500g×1、瓶ﾌﾟﾘﾝ90g×5
種(ﾐﾙｸ、かぼちゃ、黒ごま、コーヒー、いちご)
※上記をひと月に1度の頻度で2回お送りします。

十勝アルプス牧場

34,000円

佐藤さんちの神居牛
ステーキ用
ロースステーキ200g×4

㈱佐藤育成牧場

40,000円

㈲あすなろファーミング

36,000円

十勝スロウフード牛とろフレークと
おススメ逸品詰合せ
牛とろﾌﾚｰｸ200g×1、牛とろ丼のたれ20g×5、まるﾄﾏﾊﾝ
ﾊﾞｰｸﾞ150g×2、牛とろろｽﾃｰｷ100g×2、まるﾄﾏｿｰｾｰｼﾞ
120g×1(2本入)、牛とろｳﾞﾙｽﾄ(ﾌﾟﾚｰﾝ)120g×1(2本入)、牛
とろｳﾞﾙｽﾄ(なんばん)120g×1(2本入)、牛ｶﾚｰ用ｻｲｺﾛ
500g×1、牛の燻製ｽﾓｰｸﾋﾞｰﾌ50g×1
㈲十勝スロウフード

50,000円

鳥せい本店の若どり炭火焼き
＆から揚げ パーティーセット

十勝若牛®詰合せ 3

若どりの炭火焼き×5人前、若どりのから揚
げ×5人前 ※10人以上で召し上がっていた
だいても十分な量です。

十勝若牛®ﾛｰｽｽﾃｰｷ180g×4、十勝若牛®切
落としｽﾗｲｽ250g×1、十勝若牛®ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ
300g前後×1、十勝若牛®ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ100g×6、
十勝若牛®牛丼の具190g×4

㈱鳥せい本店

㈱十勝清水フードサービス

34,000円

十勝若牛®詰合せ 2
十勝若牛®ロースステーキ180g×2、十勝若
牛®切落としスライス250g×1、十勝若牛®
ローストビーフ300g前後×1、十勝若牛®ハ
ンバーグ100g×6
㈱十勝清水フードサービス

40,000円

ドライブインいとうの
厳選豚スペシャルセット
道内産厳選本ﾛｰｽ400g(4人前)、ﾘﾌﾞｽﾃｰｷ
230g×2、ﾂｹﾄﾝﾛｰｽ肉230g(肉、ﾀﾚ総重
量)×1、秘伝のﾀﾚ豚丼名人 200ml×1、秘伝
のﾀﾚからまる味な名人200ml×1、味な味(佃
煮)110g×1、ｵﾘｼﾞﾅﾙ携帯ｽﾄﾗｯﾌﾟ×1
ドライブインいとう清水本店

50,000円

佐藤さんちの神居牛
ロース肉ペアセット
ローススライス 750g
ロース焼肉用 750g

㈱佐藤育成牧場

50,000円
いつも応援してくれて
ありがとう！ぜひ清水
にも遊びに来てね～♪

ドライブインいとうの
厳選豚プレミアムセット
道内産厳選本ﾛｰｽ500g超(5人前)、ﾘﾌﾞｽﾃｰｷ230g×2、ﾂｹﾄ
ﾝﾛｰｽ肉260g(肉、ﾀﾚ総重量)×1、ﾄｹﾄﾝ希少部位中落ち
240g(肉、ﾀﾚ総重量)×1、秘伝のﾀﾚ豚丼名人200ml×1、秘
伝のﾀﾚからまる味な名人200ml×1、しょうがﾊﾟｳﾀﾞｰ8g×1、
味な味(佃煮)110g×1、ｵﾘｼﾞﾅﾙ携帯ｽﾄﾗｯﾌﾟ×1
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ドライブインいとう清水本店

まちのキャラクター
「うっちゃん」

170,000円

84,000円

十勝若牛®詰合せ 4
十勝若牛®ﾛｰｽｽﾃｰｷ180g×4、十勝若牛®切落とし
ｽﾗｲｽ250g×2、十勝若牛®ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ300g前後×1、
十勝若牛®ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ100g×6入2箱、十勝若牛®牛丼
の具190g×5、十勝若牛®味付ｻｶﾞﾘ400g×3

十勝若牛®詰合せ 5
【1回目】十勝若牛®ﾋﾚｽﾃｰｷ150g×5(ｽﾃｰｷｿｰｽ
×5付)、十勝若牛®ﾛｰｽすき焼き用500g×5
【２回目】十勝若牛®ﾛｰｽｽﾃｰｷ180g×5 (ｽﾃｰｷｿｰｽ
×5付)、十勝若牛®ﾛｰｽしゃぶしゃぶ用500g×5

十勝若牛®詰合せ 6
【１回目】
十勝若牛®ヒレステーキ150g×5(ステーキ
ソース×5付)
十勝若牛®ロースすき焼き用500g×5

㈱十勝清水フードサービス

㈱十勝清水フードサービス

194,000円

190,000円

十勝スロウフード社長厳選！
サーロインステーキセット

鳥せい本店の若どり炭火焼き
＆から揚げセット(Ｓ)５回便

特選牛サーロインステーキLサイズ
1枚250～299g×10

若どりの炭火焼き×6人前、若どりのから揚
げ×6人前 ※上記をひと月に1度の頻度で5
回お送りします。

㈲十勝スロウフード

340,000円

㈱鳥せい本店

【２回目】
十勝若牛®ロースステーキ180g×5(ステーキ
ソース×5付)
十勝若牛®ロースしゃぶしゃぶ用500g×5
【３回目】
十勝若牛®ローストビーフ300g前後×4
十勝若牛®ハンバーグ100g×6入4箱
十勝若牛®牛丼の具190g×12
【４回目】
十勝若牛®ロースブロック2kg前後×1
十勝若牛®ヒレブロック2kg前後×1(ステー
キソース×20付)

㈱十勝清水フードサービス

特産品をお申込みの前にご確認ください

 半月毎に協力事業者へ発注を依頼しております。発送までに、寄附金のご入金より1ヵ月～1ヵ月半程度
のお時間を頂戴しております。
 加工品や農畜産物については、製造や収穫の影響で発送が遅れる場合があります。
 年末年始は寄附申込が多くなり、一部、返礼品の発送が遅くなる場合がございます。
 掲載しているセット内容は、都合により内容を変更する場合があります。また、季節によって特産品の
内容が変更になる場合があります。
 写真は全てイメージで、記載している内容以外の食材や容器等は含まれません。また、印刷の影響で実
物と色味が異なる場合があります。
 特産品は無くなり次第、終了とさせていただきます。

 天候や在庫等の関係により、寄附金のご入金後に特産品の変更や配達時期の変更をお願いする場合があ
ります。
 年末はふるさと納税のお申込み管理上、パンフレットでの申し込みを１２月２５日前後で締め切らせて
いただきます。
 寄附のキャンセルは、原則受け付けておりませんので、返礼品やお申込者情報を十分ご確認の上、お申
込みください。
 寄附者名義はお間違いのないようお願いいたします。
 上記を予めご了承のうえ、お申込みください。
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とっても簡単！
ふるさと納税の申込み方法

６つの項目から
使い道を指定できます！
清水町では、みなさまからの寄附金を６つの事業に活用して
います。この６つの事業は、清水町が目指すまちの将来像

自己負担額を2,000円にするために、まずは自分がいくらまで
なら寄附ができるか上限額を確認します。家族構成や、年収に
よって上限額は異なります。総務省のHPでダウンロードできる
エクセルを利用すると便利です。一番下に表示される「自己負
担額」が2,000円になるように、「寄附額」欄を入力してみてく
ださい。
総務省ふるさと納税ポータルサイトへは右のQR
コードをご利用ください。さらに詳しく知りた
い方は、清水町役場企画課までご連絡ください。
☑CHECK 2,000円負担で済む寄附金額の目安

『 まちに気づく まちを築く とかち清水
～想いをミライに繋ぐまち～ 』
を実現するために活用されます。
これは、「豊かな自然と先人より培われた歴史や地域性豊かな
資源を尊重し、郷土愛を醸成するとともに、人との絆や心のつ
ながりあふれる地域コミュニティで住み続けたいと思えるまち
づくり」という意味が込められています。この将来像を実現す
るため清水町は、強みを活かして課題を克服し、持続可能なま
ちづくりに本気で取り組んでいます。
未来の子どもたちや、これまで清水を支えてくれた全ての
方々のために、寄附金を活用しています。

年収

独身もしくは
配偶者控除のない
共働き夫婦

夫婦(配偶者控除あり)と
子(16歳以上19歳未満)

300万円

28,000円

11,000円

安全・安心に暮らしつづけるまち事業

450万円

52,000円

33,000円

環境保全事業、防災対策、交通防犯対策などの安全・安心な
生活環境確保に活用します。

600万円

77,000円

60,000円

※項目を指定しない寄附は、「指定なし」としてお受けいたし
ます。

健やかで笑顔あふれるまち事業
2.返礼品を選んで申込む

健診事業の充実、高齢者福祉サービスの充実、少人数学級の
推進、子育て支援事業の充実に活用します。

①インターネットからのお申込み
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」より、
「十勝清水町」を検索していただき、お好みの特産品をお選び
ください。
②申込書からのお申込み
パンフレットに同封されている「ふるさと納税申込書」に、
必要事項を記入してください。記入した用紙を返信用封筒にて
郵送、またはFAXをお送りください。

3.寄附金のお支払い
選択した決済方法にて、ご入金していただきます。お支払方
法は、クレジットカード・携帯決済・郵便振替・銀行振込・現
金書留・清水町役場窓口をお選びいただけます。

4.特産品・寄附金受領証明書の受取り
寄附金のご入金確認ができましたら、ご希望の特産品をお届
けします。特産品の発送は、ご入金より1ヵ月～1ヵ月半程度の
お時間を頂戴しております。別途、ふるさと納税の寄附金受領
証明書などの書類をお送りします。

学びから生きる力を育むまち事業
高校振興の充実、文化芸術活動の推進、スポーツ活動の推
進などに活用します。

地域資源と産業を活かし
挑戦するまち事業
農業の生産基盤整備、地場産品の推進、商店街の賑わい創出
などに活用します。

快適で安らぎを感じられる
住みよいまち事業
公共交通の利便性向上、人が集い憩える公園・緑地の維持、
移住定住と交流の推進などに活用します。

多様なつながりで協働するまち事業
町民主体の住民活動の推進、広報広聴の充実による魅力の発見
と情報発信事業、多文化共生の推進などに活用します。

5.確定申告やワンストップ特例申請
税金の控除を受けるためには、確定申告やワンストップ特例
申請が必要となります。忘れずに行ってください。
①確定申告を行う場合
寄附金受領証明書などを持参し、ふるさと納税をした翌年の
確定申告にて控除を受けてください。
②ワンストップ特例申請制度を使う場合
確定申告を行わなくて良い制度です。ご利用の場合は、申込
みフォームや申込書にて選択してください。こちらから必要書
類をお送りします。

のQRコードからどうぞ！インターネット

お問合わせ先
16

詳しくは、『ふるさとチョイス 十勝
清水』で検索！スマートフォンの方は、右

北海道清水町役場 企画課 企画統計係
〒089-0192
北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
TEL 0156-62-2114 FAX 0156-62-5116

限定品をご用意しております。ぜひご覧く
ださい。
E-mail : ki-furusato@town.shimizu.hokkaido.jp
清水町HP：http://www.town.shimizu.hokkaido.jp/
ふるさと納税担当まで、お気軽にお問い合わせください！

