
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 活用額 

畜産食品加工研修センターの設備更新 71 

日本語学校誘致・共生社会推進への取り組み 54 

産後ケア事業や特定不妊治療費助成 152 

健康ポイント事業による町民の健康増進 45 

町の特産品の乳製品の PR 70 

知床ナンバー導入経費 19 

広陵中学校長寿命化改修工事に係る実施設計など 1,648 

日本体育大学連携協定に係る合宿受入れ 48 

なかなか健康なかしべつ（総合体育館を活用した

健康づくり） 
24 

農業高校体育館改築時の備品購入 65 

（万円） ▼寄附金の使い道一覧 ▼知床ナンバープレート 

■なかしべつ定期便<全 4 回>和洋スイーツ 
  寄附額 42,000 円 

畜産食品加工研修センターで製造しているチーズ 

令和 3 年 8 月 

 セット商品追加!!  

中標津町⾧ 

 このたびは、中標津町に対し多大なるご寄附をいただき誠にあり
がとうございます。今年も中標津町の近況を皆様にお知らせするべ
く、「なかしべつ通信」を発行いたします。今後も住みやすさ No.1
のまちづくりに取り組んでいきますので、変わらぬご指導・ご支援
をお願いいたします。 

■令和 2 年度 寄附実績 
総額   138,261,564 円 
申込総数 8,812 件 
たくさんのご寄附をいただき、ありがと
うございました。今後とも変わらぬご支
援のほど、よろしくお願いいたします。 

中標津の特産品を 4 回に分けてお届け! 
標津羊羹やチーズブルトンヌ、感動カップジェラート
12 個セットなど甘いもの好きにはたまらないセット商
品となっております! 
詳しくはセット商品カタログをご覧ください! 

■寄附金の主な使い道 
今まで以上に効率的かつ安心安全な食の提供や、より充実した
研修の開催を行うことができるように、畜産食品加工研修セン
ターの設備更新のため寄附金を活用させていただきました。そ
のほか、日本語学校開校に向けた取り組みなど１０事業に寄附
を活用させていただきました。 
 

既存の商品を組み合わせたセット商品を新たに追加しました! 
1 例を下記にてご紹介いたします。その他様々な組み合わせ商品もございますので、詳しくはセット商品カタ
ログをご覧ください! 
 

空とみどりの交流拠点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに追加された返礼品をご紹介! 

■老舗レストラン河亭の特製ミートソース 2.5kg 寄附額 10,000 円 
北海道中標津町で創業 50 年以上の老舗レストラン特製のミート
ソースです。北海道産の材料 100％にこだわり、玉葱、牛肉、豚
肉をじっくりと煮込んでいます。昔懐かしいホッとする味をぜひ
ご自宅でお楽しみください。 
 
 

手打ち製法によるこだわりの食感の自家製麺です。農林水産大臣賞受賞の
北海道中標津上原農場の蕎麦粉 100％使用。低温乾燥処理したそばはルチ
ンやポリフェノールなどの機能性成分を多く含み、風味豊かな味わいです。
濃い香りの本鰹、力強いコクの宗田鰹、返し醤油を融合させたそばつゆ付
き。 

【有機 JAS 認定】飼育期間中化学肥料・飼料不使用 
山本牧場は農薬と化学肥料を使わずに牧草を育て、配合飼料とよば

れる穀類の使用はゼロ!できあがる牛乳には、不自然な脂肪臭さがな
く、コクがあるのにすっきりした草の香りさえ感じられる自然な風味
が生まれるのです。 

また、低温殺菌製法は生乳の持つ風味と栄養を損なうことのない雄
一の殺菌方法です。「ノンホモ＝脂肪球の均一化処理をしていない自
然のままの牛乳」ですから”牛乳のコク”をそのまま味わうことができ
ます。 

しれとこの奥座敷、中標津の大地にそびえ立つ武佐岳。その緑溢れる麓の高台
で育った農林水産大臣賞受賞の「上原農場のそば粉」と肥沃の大地、恵まれた
平野、光溢れる大自然のもと、優しく育った乳牛から届けられた大地からの贈
り物「プレミアム NA2 なかしべつ牛乳」の出会いを夢見て実現したご当地そ
ば「夢見そば」。牛乳で打ったそばは、麺の生地がとても滑らかで艶があり、
通常のそばよりルチン、カルシウム、たんぱく質、ビタミン A、ビタミン B2
など栄養価の高いそばとなっており、牛乳嫌いな方も気にせず食べられる商品
です。濃い香りの本鰹、力強いコクの宗田鰹、返し醤油を融合させたそばつゆ
付き。 

■中標津町ご当地そば  
プレミアム牛乳で打った夢見そば（冷凍）6 人前そばつゆ付き 農林水産大臣賞
受賞 上原農場そば粉使用  寄附額 20,000 円 

■オーガニック＆グラスフェッド養老牛放牧牛乳 900ml×３本セット 
ソフトクリーム券付き  寄附額 18,000 円 

■農林水産大臣賞受賞 上原農場の無添加二八生そば 6 人前（冷凍）そばつゆ付き 
寄附額 10,000 円 

リニューアル商品のご案内! 

※ソフトクリーム券は北海道中標津の山本牧場「ミルク

レーム」、1 シーズンで 10～15 ヶ所を廻る物産展、東

京都調布の直営店「山本牧場店」で使用可能です。 



 　　　　　     ― ○円からの寄附で選べるお礼の品 　　　　　　― 毎月1回で数回に分けてお届け

[№5889-0293]3種のお惣菜（薄皮餃
子・焼きからあげ・行者にんにく肉巻
き）【北海道 中標津】

パクパクぎょうざ276g（12個入）×3、
焼きからあげ300g（10～11個）、北海
道中標津産しれとこ極太行者肉巻き4袋

[№5889-0296]なかしべつ大黒牛切り落
とし2種特盛セット3kg（しゃぶしゃぶ
1.5kg・すき焼き1.5kg）

[№5889-0301]なかしべつ大黒牛切り落
とし3種特盛セット4.5kg（しゃぶしゃぶ
1.5㎏・焼肉1.5kg・すき焼き1.5kg）

牛切り落とし（しゃぶしゃぶ用）750g
×2、牛切り落とし（すき焼き用）750g
×2
※12月受付分については1月下旬以降の
発送となります。

牛切り落とし（しゃぶしゃぶ用）
750g×2、牛切り落とし（焼肉用）
750g×2、牛切り落とし（すき焼き
用）750g×2
※12月受付分については1月下旬以降
の発送となります。

行者ニンニク1本しょうゆ漬け200g×3、
ホタミミヂョ200g×1、ホタミミ韓国風三升漬200g×1、ホタミミチョヂャン200g
×1、コチュジャン200g×1、
いくら500g(250g×2)化粧箱入り×1箱、たらこ400g化粧箱入り×1箱

[№5889-0300]ごはんのお供7種セット [№5889-0302]なかしべつ定期便＜全4回＞和洋スイーツ

[№5889-0294]肉と魚のセット（ジンギ
スカン2種・干物7種）

味付け肩ロース・知床塩ジンギスカン肩
ロース各300g、梅肉・柚子こしょう×各
10g、つけダレ180ml×1、サバミリン干
し半身×5枚、サンマミリン干し×3枚、
宗八カレイ×2枚、開きホッケ・開きイ
カ・柳ガレイ×各1枚、干しコマイ約
300g

[№5889-0295]干物9種とめんめの湯煮セット

めんめ×1尾 約400g（約30cm）、サバミリン干し半身×5枚、サンマミリン干し
×3枚、宗八カレイ×2枚、開きメンメ（キチジ）・開きホッケ・開きイカ・柳ガ
レイ×各1枚、干しコマイ約300g、本シシャモ10尾

[№5889-0299]肉と魚のセット（ジンギスカン2種・干物9種）

味付け肩ロース・塩ジンギスカン・鹿ジンギスカン×各500g、梅肉・柚子こしょ
う×各10g、つけダレ360ml×1
サバミリン干し半身×5枚、サンマミリン干し×3枚、宗八カレイ×2枚、開きメ
ンメ（キチジ）・開きホッケ・開きイカ・柳ガレイ×各1枚、干しコマイ約
300g、本シシャモ10尾

第1弾：標津羊羹レギュラーサイズ（380g）×2、
       標津羊羹ひとくちサイズ（50g）×12
第2弾：チーズブルトンヌ5個入り×1箱、カタラーナ3種入り×1箱
第3弾：ジェラート120g×12個（北海道ミルク・知床のしお×各2、
       クリームチーズ・野いちご・抹茶・コーヒー・チョコチップ・
       バニラ・かぼちゃ・ゴマ×各1）
第4弾：のむヨーグルト500ml×5本、食べるヨーグルト5個
※順番や内容・規格が変更になる可能性もあります。

○円～ 定期便

53,000円～

42,000円～

定期便

60,000円～

35,000円～

50,000円～

20,000円～ 27,000円～

75,000円～



 　　　　　     ― ○円からの寄附で選べるお礼の品 　　　　　　　― 毎月1回で数回に分けてお届け

第1弾：豚ロース(120g)5枚・バラ約500g・モモ約500g・ウデ約500g×各1、
       チーズブルトンヌ10個入り×1箱、カタラーナ3種入り×1箱
第2弾：サバミリン干し半身×5枚、サンマミリン干し×3枚、宗八カレイ×2枚、
       開きメンメ（キチジ）・開きホッケ・開きイカ・柳ガレイ×各1枚、
　　　 干しコマイ約300g、本シシャモ10尾、
       アイスクリーム80ml×20個（ミルク×12・紅茶×4・抹茶×4）、
       フローズンヨーグルト80ml×4個
第3弾：牛切り落とし（焼肉用）750g×2、標津羊羹レギュラーサイズ（380g）×2、
       標津羊羹ひとくちサイズ（50g）×12、ジェラート120g×12個
       （北海道ミルク・知床のしお×各2、クリームチーズ・野いちご・抹茶・
       コーヒー・チョコチップ・バニラ・かぼちゃ・ゴマ×各1）
※肉：12月受付分については1月下旬以降の発送となります。
※順番や内容・規格が変更になる可能性もあります。

第1弾：行者ニンニク1本しょうゆ漬け200g×3、グリーン行者・
　　　 ホワイト行者セット（行者にんにく葉部・茎部）2種×3袋
第2弾：なかしべつ牛乳プレミアム NA2 MILK 1L×6本
第3弾：豚ロース(120g)5枚・バラ約500g・モモ約500g×各1
第4弾：パクパクぎょうざ276g（12個入）×3、
       焼きからあげ300g（10～11個）×1
第5弾：チーズブルトンヌ5個入り×1箱、カタラーナ3種入り×1箱、
       6つの旅湯×4箱（6包入×4 計24包）（湯宿だいいちの湯・
       なかしべつの湯・たわらばしの湯・トーヨーグランドホテル
       温泉の素・中標津の湯・モアンの湯）
第6弾：牛切り落とし（焼肉用）750g×2
第7弾：ミートソース500g（4～5人前）×5個
第8弾：サバミリン干し半身×5枚、サンマミリン干し×3枚、
       宗八カレイ×2枚、開きホッケ・開きイカ・柳ガレイ×各1枚、
　　　 干しコマイ約300g
第9弾：ホタミミヂョ200g×1、ホタミミ韓国風三升漬200g×1、
       ホタミミチョヂャン200g×1、コチュジャン200g×1、
       アイスクリーム80ml×8個（ミルク×4・紅茶×2・抹茶×2）、
       フローズンヨーグルト80ml×2個
第10弾：味付け肩ロース500g×2、知床塩ジンギスカン500g×1、
        梅肉・柚子こしょう×各10g、つけダレ360ml×1
第11弾：いくら醤油漬け500g
第12弾：牛切り落とし（すき焼き用）750g×2
※順番や内容・規格が変更になる可能性もあります。

[№5889-0304]なかしべつ定期便＜全3回＞ごはんのお供

第1弾：グリーン行者・ホワイト行者セット（行者にんにく葉部・
       茎部）2種×3袋、北海道中標津産しれとこ極太行者肉巻き4袋
第2弾：パクパクぎょうざ276g（12個入）×3、
       焼きからあげ300g（10～11個）×1
第3弾：ホタミミヂョ200g×1、ホタミミ韓国風三升漬200g×1、ホタミミチョ
       ヂャン200g×1、コチュジャン200g×1、たらこ400g 化粧箱入り
※順番や内容・規格が変更になる可能性もあります。

第1弾：豚ロース(120g)5枚・バラ約500g・モモ約500g・ウデ約500g×各1
第2弾：サバミリン干し半身×5枚、サンマミリン干し×3枚、宗八カレイ×2
       枚、開きメンメ（キチジ）・開きホッケ・開きイカ・柳ガレイ×各1
　　　 枚、干しコマイ約300g、本シシャモ10尾
第3弾：牛切り落とし（焼肉用）750g×2
※肉：12月受付分については1月下旬以降の発送となります。
※順番や内容・規格が変更になる可能性もあります。

第1弾：行者ニンニク1本しょうゆ漬け200g×3、グリーン行者・
       ホワイト行者セット（行者にんにく葉部・茎部）2種×3袋、
       北海道中標津産しれとこ極太行者肉巻き4袋
第2弾：なかしべつ牛乳プレミアム NA2 MILK 1L×12本、
       じゃがいも焼酎 720ml×2（度数25度）
第3弾：豚ロース(120g)5枚・バラ約500g・モモ約500g・ウデ約500g×各2
第4弾：パクパクぎょうざ276g（12個入）×3、焼きからあげ300g（10～11個）×1、
　　　 めんめ×1尾 約400g（約30cm）
第5弾：チーズブルトンヌ10個入り×1箱、カタラーナ3種入り×1箱、
       「想いの茸」乾燥椎茸（丸）50g×10、（スライス）50g×10、（小粒）50g×5
第6弾：6つの旅湯×4箱（6包入×4 計24包）（湯宿だいいちの湯・なかしべつの湯・
       たわらばしの湯・トーヨーグランドホテル温泉の素・中標津の湯・モアンの湯）、
       牛切り落とし（すき焼き用）750g×2
第7弾：ミートソース500g（4～5人前）×5個、のむヨーグルト900ml×3本、
       のむヨーグルト500ml×3本、食べるヨーグルト100g×14個
第8弾：サバミリン干し半身×5枚、サンマミリン干し×3枚、宗八カレイ×2枚、
       開きメンメ（キチジ）・開きホッケ・開きイカ・柳ガレイ×各1枚、
　　　 干しコマイ約300g、本シシャモ10尾、標津羊羹レギュラー
       サイズ（380g）×2、標津羊羹ひとくちサイズ（50g）×12
第9弾：ホタミミヂョ200g×1、ホタミミ韓国風三升漬200g×1、ホタミミチョ
       ヂャン200g×1、コチュジャン200g×1、アイスクリーム80ml×20個
       （ミルク×12・紅茶×4・抹茶×4）、フローズンヨーグルト80ml×4個、
       プレミアム・メープルブラウンスイートヨーグルト500ml×3本、
       のむヨーグルト500ml×3本
第10弾：味付け肩ロース500g×2、知床塩ジンギスカン500g×1、梅肉・柚子
        こしょう×各10g、つけダレ360ml×1、鹿ジンギスカン500g×3、
        梅肉・柚子こしょう×各10g、つけダレ180ml×1
第11弾：いくら500g(250g×2)化粧箱入り×1箱、たらこ400g化粧箱入り×1箱、
        ジェラート120g×12個（北海道ミルク・知床のしお×各2、クリームチーズ・
        野いちご・抹茶・コーヒー・チョコチップ・バニラ・かぼちゃ・ゴマ×各1）
第12弾：牛切り落とし（しゃぶしゃぶ用）750g×2、牛切り落とし（焼肉用）750g×2
※順番や内容・規格が変更になる可能性もあります。

[№5889-0307]なかしべつ定期便＜全3回＞お肉とスイーツ（小） [№5889-0308]なかしべつ定期便＜全3回＞お肉とスイーツ（大）

第1弾：豚ロース(120g)5枚・バラ約500g・モモ約500g×各1、アイスクリーム80ml×8
　　　 個（ミルク×4・紅茶×2・抹茶×2）、フローズンヨーグルト80ml×2個
第2弾：サバミリン干し半身×5枚、サンマミリン干し×3枚、宗八カレイ×2枚、
       開きホッケ・開きイカ・柳ガレイ×各1枚、干しコマイ約300g、
       チーズブルトンヌ5個入り×1箱、カタラーナ3種入り×1箱
第3弾：牛切り落とし（焼肉用）750g×2、
       ジェラート120g×12個（北海道ミルク・知床のしお×各2、クリームチーズ・
       野いちご・抹茶・コーヒー・チョコチップ・バニラ・かぼちゃ・ゴマ×各1）
※肉：12月受付分については1月下旬以降の発送となります。
※順番や内容・規格が変更になる可能性もあります。

[№5889-0310]なかしべつ定期便＜全12回＞まるごとコース [№5889-0311]なかしべつ定期便＜全12回＞1年中満喫コース

[№5889-0305]なかしべつ定期便＜全3回＞お肉とお魚（大）

○円～ 定期便

定期便

450,000円～

定期便

225,000円～

62,000円～

定期便

60,000円～

定期便

82,000円～

定期便

120,000円～

定期便


