




北海道宗谷総合振興局
そうやそうごうしんこうきょく

管

内の最南部に位置し、四

方を山林とオホーツク海

に囲まれた、自然に愛さ

れるまちです。 

山海の幸が満たす贅沢な

食文化に加え、森林・温

泉の癒し、道立北オホー

ツク公園に指定される名

勝、重要文化財を展示す

る郷土資料館など、たく

さんの魅力にあふれてい

ます。 

市街地を見渡す三笠山
みかさやま

 

夏は展望閣、冬は流氷を臨

むゲレンデに。 

運が良い時は雲海が見ら

れ、令和元年5月1日にリ

ニューアルの展望閣内で雲

海カフェを楽しめます。 

幾重にも重なった岩が奇観

を呈す「千畳岩
せんじょういわ

」 

迫力のオホーツク海を間近

で体感できます。 

隣は広～い芝生が人気の

キャンプ場です。 

最北の名勝「北見神威岬
きたみかむいみさき

」 

夏はオホーツクブルーに視

界が染まり、冬は流氷が敷

き詰める絶景。 

海に突き出す神威岬公園は

星空観測に人気です。 

郷土資料館「オホーツクミュージアムえさし」 

国内最大級７ｍのシャチ骨格が頭上を泳ぐ展示室は、世界

的に貴重なデスモスチルス骨格を見られます。 

歴史系展示もたくさんあり、国の重要文化財である出土品

はオホーツク文化の貴重な資料となっています。 

■  

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。

■  

「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！ 



■  

「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 

値が張るのは 

仕方ないですね… 

■  

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。 

  

「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♡ 

歌登授産所歌登授産所歌登授産所   

5708-0893 

枝幸を応援！ファン   

スターターセット 

第２弾  

5708-0742 

マル夢の青つぶ 

2ｋｇ 2Sサイズ 

5708-0760 

マル夢の青つぶ 

2ｋｇ Sサイズ 

5708-0759 

マル夢の青つぶ 

2ｋｇ Mサイズ 



5708-0980 

揚げるだけ！ 

かすべ（エイ）の 

唐揚げ 270ｇ×3 

5708-0933 

エゾ鹿の角ガム200ｇ 

中～大型犬用 

5708-0932 

エゾ鹿の角ガム200ｇ 

小型犬用 

5708-0940 

北の珍味 たこの卵 

「たこまんま」 

80ｇ 

5708-0979 

揚げるだけ！ 

イベントで大人気 

たこザンギ300ｇ×3 

5708-1036 

ハーフボイルほたて 

500ｇ（15～17粒） 

枝幸漁業協同組合 

5708-0592 

枝幸産利尻昆布 

50ｇ×6P 

5708-0899 

こしんの枝幸ご飯 

  セットＢ 

5708-0862 

老舗 野崎菓子店の 

和菓子「三笠山
みかさやま

」 

5708-0637 

オホーツク産さけ 

水煮サクラ6缶 



5708-0939 

北隆丸 

海鮮ザンギ2種セット 

（ほたて・たこ）  

5708-0916 

炊き込みご飯の素 

2合炊き 5個 

5708-0958 

北隆丸 

ぶり切身3種7Pセット  

5708-0937 

北隆丸 

海鮮ザンギ2種セット 

（鮭・ほたて）  

5708-0938 

北隆丸 

海鮮ザンギ2種セッ

ト 

5708-0928 

道産紅ずわいがに 

ほぐしみ水煮9缶 

海洋食品株式会社 
缶詰工

場直販
店 

5708-0964 

さくらますトバ 

「桜チップス」 

100ｇ×4 

5708-0959 

北隆丸 

ぶりかま 100ｇ×8  

5708-0976 

【日時指定不可】 

「生」ほたて 500ｇ 

冷蔵でお届け 

5708-0981 

揚げるだけ！ 

たことかすべの 

唐揚げセット 



5708-1053 

オホーツク産さけ 

水煮6缶 

5708-1056 

オホーツク産ほたて 

ほぐし身 6缶 

5708-1034 

北隆丸 めじか鮭 

塩・西京漬切り身 

5708-1028 

北隆丸 めじか鮭 

新巻姿 約1.6ｋｇ 

5708-1032 

北隆丸 めじか鮭 

塩切り身 7切 

5708-1033 

北隆丸 めじか鮭 

西京漬切り身 5切 

5708-1059 

道産紅ずわいがに 

  ほぐし身 6缶 

5708-1062 

オホーツク缶詰＆ 

炊き込みご飯セット 

5708-1074 

オホーツク産 

ほっけスティック 

       600ｇ 

5708-1063 

北隆丸 めじか鮭 

   塩麹漬け 5切 

5708-1064 

北隆丸 めじか鮭 

塩・塩麹・西京漬け 

      セット 

5708-1065 

北隆丸 にしん半身 

   4種16枚セット 



5708-0860 

廣瀬商店の 

やわらか味だこ     

     250ｇ×2 

5708-0942 

北隆丸 うに醤油漬 

80ｇ×1 

5708-0945 

北隆丸 うに一夜漬 

80ｇ×1 

5708-0902 

こしんの晩酌 

     セットＢ 

5708-0898 

こしんの枝幸ご飯 

     セットＡ 

5708-1075 

新巻めじか鮭切身 

       10切 

5708-0957 

北隆丸 ぶり切身 

2種8Pセット 

5708-0895 

北隆丸 

醤油いくら＆鮭切身 

親子セット  

5708-0590 

一等品ほたて干貝柱 

  「海黄金」 

  レプリカ貝入り 

5708-1035 

北隆丸 西京漬セット 

にしん・めじか鮭 

5708-1003 

あざみはちみつ500ｇ 

（チューブタイプ） 

5708-1005 

しころはちみつ500ｇ 

（チューブタイプ） 



5708-0952 

北隆丸 

にしん半身 

3種24枚セット  

5708-0953 

北隆丸 

にしん半身 

2種24枚セットA  

5708-0954 

北隆丸 

にしん半身 

2種24枚セットB  

5708-0955 

北隆丸 

にしん半身 

2種24枚セットC  

5708-0956 

北隆丸 

にしん半身  

一夜干し24枚  

5708-0901 

こしんの晩酌 

セットＡ 

5708-1029 

北隆丸 

新巻鮭 姿切身 

約1.6ｋｇ 

5708-0972 

【先行予約】 

枝幸の四季 

新巻鮭切身 12切 

5708-0973 

枝幸の四季 

身欠きにしん生干し 

12枚 

5708-1008 

うたのぼり 

 「山宝」セット 

5708-1037 

ハーフボイルほたて 

500ｇ（15～17粒） 

×2 

5708-0971 

枝幸の四季 

ほっけフライ（開） 

10枚  



5708-0585 

高田商店の 

  ほたてステーキ 

5708-0832 

枝幸漁業協同組合  

 ほたて貝柱1ｋｇ 

5708-0875 

うたのぼりだんご 

    4種セット 

5708-0820 

高田商店の 

めじか鮭燻製 

5708-1089 

海洋の特大ジャンボ 

生ほたて 1ｋｇ  

5708-1091 

山上のボイルたこ足 

1.2ｋｇ  

5708-0930 

ふっくらサクサク♪ 

丸高のほっけフライ 

5708-0704 

甘味ぎっしり！山武

のほたて貝柱1ｋｇ 

5708-0868 

枝幸の四季 黒胡椒

やわらかサーモン 

5708-0881 

第27回YOSAKOI大賞 

 夢想漣えさしDVD 

5708-0882 

第28回YOSAKOI大賞 

  夢想漣えさしDVD 

5708-0941 

北の珍味 たこの卵 

「たこまんま」 

80ｇ×2 



5708-0894 

北隆丸 

醤油いくら 400ｇ 

5708-0863 

老舗 野崎菓子店の

和菓子 

「オホーツク彩菓」 

5708-0859 

うまさ深呼吸 

廣瀬商店の3種珍味

セット 

 
 

枝
幸
海
産
㈱ 

枝幸の四季 流氷の味

5708-1090 

海洋のお刺身 

生ほたて 1.3ｋｇ  

5708-0999 

エゾ鹿の角ガム400ｇ 

小型犬用 

5708-0904 

枝幸産利尻昆布 

50ｇ×10P 

5708-0970 

枝幸の四季 

なめたカレイ一夜干 

8枚 

5708-0936 

北隆丸 

海鮮ザンギ4種セット 

 

5708-0969 

枝幸の四季 

真ほっけ開き一夜干 

中サイズ×4枚 

5708-0880 

永光の 

いくら醤油漬320ｇ 



5708-1002 

あざみはちみつ 

1.2ｋｇ 

5708-1000 

エゾ鹿の角ガム400ｇ 

中・大型犬用 

5708-1004 

しころはちみつ 

1.2ｋｇ 

5708-1006 

3種のはちみつ 

食べくらべセット 

しころ・あざみ・百花 

5708-1030 

北隆丸  

めじか鮭新巻姿＆ 

いくら醤油漬200ｇ 

5708-1007 

大地の恵スイーツ

セット～3種のはちみ

つと2種のジャム～ 

5708-0900 

こしんの枝幸ご飯 

      セットＣ 

5708-0968 

枝幸の四季 

3種のカレイ一夜干 

5708-0943 

北隆丸 うに醤油漬  

80ｇ×2 

5708-0946 

北隆丸 うに一夜漬  

80ｇ×2 

5708-0949 

北隆丸  

うに2種セット 
各80ｇ×1 

5708-1010 

高田商店 4種の 

ほたてだらけセット 



5708-0686 

水産加工業協同組合 

ほたて貝柱 1ｋｇ 

5708-0982 

揚げるだけ！ 

海鮮ザンギセット 

（たこ・かすべ） 

5708-0974 

枝幸の四季 

超肉厚！生ほたて 

Mサイズ1ｋｇ 

5708-0960 

北隆丸の焼き魚 

6種30Pセット 

～にしん・ぶり～ 

5708-0965 

さくらますトバ 

「桜チップス」 

1ｋｇ 

5708-1031 

北隆丸 めじか鮭 

新巻姿切身＆ 

いくら醤油漬200ｇ 

5708-0643 

老舗 野崎菓子店の 

和菓子「四季撰菓」 

5708-1050 

マルユメの毛がに 

約330～370ｇ×2尾 

5708-1080 

冷凍ボイル毛がに  

400g前後×2尾 

5708-0638 

オホーツク産さけ 

水煮サクラ6缶 



5708-0905 

 枝幸産利尻昆布 

    50ｇ×14P 

5708-0754 

ほたて干し貝柱SA 

「海黄金」 

    100ｇ×3 

5708-1054 

オホーツク産さけ 

水煮12缶 

5708-0975 

枝幸の四季 

超々肉厚！生ほたて 

Lサイズ1ｋｇ 

5708-0948 

北隆丸の珍味セットA 

 

5708-0929 

道産紅ずわいがに 

ほぐしみ水煮9缶 

斉藤農機具製作所 

5708-1057 

道産ほたて貝柱 

  ほぐし身 12缶 

5708-1060 

道産紅ずわいがに 

  ほぐし身 12缶 

5708-0692 

山菜たっぷり 

  山宝ＤＸセット 

5708-1076 

冷凍ボイル毛がに  

約300～400g×2尾 



5708-0947 

北隆丸 うに一夜漬  

80ｇ×3 

5708-0705 

甘さぎっしり！山武

のほたて貝柱2ｋｇ 

5708-0944 

北隆丸 うに醤油漬  

80ｇ×3 

5708-0950 

北隆丸の珍味セットB 

 

野崎菓子店 

5708-0906 

枝幸産利尻昆布 

50ｇ×17P 

5708-0865 

枝幸町史 

5708-1081 

マル夢の毛がに 

約400～450ｇ×2尾 

5708-1077 

冷凍ボイル毛がに 

 約400～500g×2尾 



う
ま
さ
深
呼
吸 

丸セ廣瀬商店 

5708-0872 

枝幸産ぼたんえび 

5708-0858 

枝幸産 熊の爪 

ストラップ 約5ｃｍ 

5708-1084 

冷凍ボイル毛がに 

   約900g×1尾 

5708-1087 

冷凍ボイル毛がに  

  400g前後×3尾 

5708-0951 

北隆丸  

うに2種セット 
各80ｇ×2 

5708-0866 

歌登町史 

草分けの群像 

丸高高田商店 

5708-1078 

冷凍ボイル毛がに 

   約500g×2尾 

5708-1082 

マルユメの毛がに 

約500ｇ×2尾 



5708-0867 

大切なお墓に… 

清掃・献花サービス 

5708-0886 

甘さぎっしり！山武

のほたて貝柱3ｋｇ 

5708-0591 

一等品ほたて干貝柱 

「海黄金」  

贈答用化粧箱入り 

5708-0907 

枝幸産利尻昆布 

50ｇ×21P 

5708-1083 

マルユメの毛がに 

約570～670ｇ×2尾 

5708-0926 

加工協のたらばがに  

Mサイズ×1尾  

5708-0887 

甘さぎっしり！山武

のほたて貝柱4ｋｇ 

丸中三興水産 

味開の海 

5708-1079 

冷凍ボイル毛がに 

   約500g×3尾 

5708-0922 

浜ゆで毛がに 

   約500g×3尾 



マルユメ柴田水産 

5708-0888 

甘さぎっしり！山武

のほたて貝柱5ｋｇ 

5708-1055 

オホーツク産さけ 

水煮35缶 

5708-0775 

オホーツク奥座敷 

   厳寒の幸の旅 

5708-1088 

冷凍ボイル毛がに 

  400g前後×3尾 

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 

5708-0774 

オホーツク毛蟹の旅 

5708-0977 

枝幸の四季 

焼き魚セット 

5708-1058 

道産ほたて貝柱 

  ほぐし身 35缶 

5708-1061 

道産紅ずわいがに 

  ほぐし身 35缶 



・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 

5708-0791 

【5月～9月】 

夏のコテージ1泊 

5708-0878 

永光の北海キンコ 

（天然干しなまこ） 

5708-0793 

【10月～4月】 

冬のコテージ1泊 

5708-0776 

ゴルフ1ラウンド＆ 

ふるさと満喫プラン 

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 

5708-0891 

カルオス君 

   羽根幅80ｃｍ 

5708-0794 

冬のコテージ1泊 

  ＆ＢＢＱハウス 

5708-0792 

夏のコテージ1泊 

  ＆ＢＢＱハウス 

5708-0889 

甘さぎっしり！山武

のほたて貝柱6ｋｇ 



5708-0927 

加工協のたらばがに  

LLサイズ×1尾  

5708-0978 

枝幸の四季 

こだわりセット 

5708-0967 

北隆丸からの贈り物 

魚介加工品セット 

丸二永光水産 

5708-0892 

カルオス君 

   羽根幅90ｃｍ 

枝幸水産加工業協同組合 

5708-0890 

甘さぎっしり！山武

のほたて貝柱10ｋｇ 

5708-0777 

ペアで 

オホーツク毛蟹の旅 

5708-0780 

オホーツク奥座敷 

夫婦（めおと）プラン 

5708-0778 

オホーツク奥座敷 

ペアで厳寒の幸の旅 



5708-0923 

加工協の毛がに  

約670ｇ×6尾  

5708-0924 

加工協の毛がに  

約580ｇ×7尾  

5708-0925 

加工協の毛がに  

約500ｇ×8尾  

5708-0781 

オホーツク毛蟹の旅

＆航空券 

5708-0779 

ペアでゴルフ＆ 

ふるさと満喫プラン 

5708-0782 

厳寒の幸の旅 

     ＆航空券 

5708-0789 

ペアで厳寒の幸の旅 

＆航空券 

＆レンタカー 

5708-0785 

ペアで毛蟹の旅 

     ＆航空券 

5708-0783 

オホーツク毛蟹の旅 

＆航空券 

＆レンタカー 

5708-0786 

ペアで厳寒の幸の旅 

     ＆航空券 

5708-0784 

厳寒の幸の旅 

＆航空券 

＆レンタカー 

5708-0787 

夫婦（めおと）プラン 

     ＆航空券 



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。 

5708-1027 

食卓おたすけ隊！ 

～揚げ物セット 

5708-1026 

通好みの晩酌セット 

～ご飯にもぴったり！ 

5708-0788 

ペアで毛蟹の旅 

＆航空券 

＆レンタカー 

5708-0790 

夫婦（めおと）プラン 

＆航空券 

＆レンタカー 

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 

5708-1024 

食卓おたすけ隊！ 

～焼きものセット 

5708-1025 

食卓おたすけ隊！ 

～焼き魚セット 

5708-1019 

3種の鮭とば 

たべくらべセット 

木工城 



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♪ 

5708-0989 

【3ヵ月連続】枝幸の焼き魚定期便 

5708-1049 

【3ヵ月ごと】冷凍ほたて 年4回定期便 

5708-0992 

【6ヵ月連続お届け】枝幸おつまみ定期便 

5708-1043 

【年6回 奇数月お届け】枝幸ほたて定期便 

5708-1042 

【6ヵ月連続お届け】枝幸ほたて定期便 



5708-1044 

【年6回 偶数月お届け】枝幸ほたて定期便 

5708-0721 

【12ヵ月連続】枝幸ほたて定期便 

5708-0994 

【12ヵ月連続】「海と山の恵」定期便 




