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HIGASHIKAWAからの贈り物。
─ 町の未来を共に育てる ─
ふるさと納税 ひがしかわ株主制度 GUIDE BOOK

北海道のほぼ真ん中に位置する東川町は、
北海道で唯一の、上水道のない町として知られています。
大雪山国立公園に位置する旭岳の地下水が全家庭で飲めるだけでなく、
東川米や日本酒などのお酒をつくる過程でも、
ミネラルたっぷりの天然水が使用されています。

そんな豊かな自然環境に恵まれた東川町は、
1985年に「写真の町宣言」をして以来、常にユニークな取り組みを行ってきました。
ふるさと納税が制度化された2008年に創設された
「ひがしかわ株主制度」もそのひとつです。

ふるさと納税での「寄附」を「投資」、
「寄附者」を「株主」とし、
東川町を応援していただける人とのつながりを大切にしていく。
「町の未来を共に育てる。」という思いから、株主制度は考案されました。

一般的なふるさとの納税のメリットが受けられるだけでなく、
東川町と関わり、つながる機会が持てる「ひがしかわ株主制度」について、
本冊子で詳しくお伝えすると共に、自慢の株主優待（返礼品）をご紹介していきます。

東川町の「株主」になって共に歩み、
ひがしかわからの贈り物やひがしかわとの出会いを、お楽しみください。
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Access
羽田空港から旭川空港まで飛行機で100分、名
古屋空港から旭川空港は飛行機で105分。そし
て旭川空港からはたったの7キロという、実は
アクセスに恵まれたまち東川町。北海道第２の
都市、旭川の中心地までは車で22分、また美
瑛や富良野にも近く、観光やワーケーションの
拠点としても注目されています。

「写真の町」東川町ってどんなまち？
写真を撮りたくなる恵まれた景観もあれば、

おいしいコーヒーや食事が楽しめるおしゃれな飲食店もある東川町。
このまちの環境で育まれた様々な文化の魅力をお伝えします。

展望台
キトウシ
森林公園
中心街

大雪山国立公園

旭川空港

旭岳
旭岳
ロープウェイ

大雪旭岳
源水公園
天人峡

東川町文化ギャラリー
せんとぴゅあⅡ

羽衣の滝

東川町郷土館

せんとぴゅあⅠ
道の駅 ひがしかわ
「道草館」

人口約8,400人。そのうち移住者

んです。また北海道屈指の米どころ

さらに、おいしくて雰囲気のいいカ

では言い表せない様々な魅力がある

大人気。日本五大家具産地のひとつ

クトショップがたくさんあり、まち

が約５割にも上る東川町は、ひと言
まちです。まずは、北海道らしい大
自然に囲まれた環境。まちの総面積
247.30㎢のほとんどは旭岳をはじめ

とする山林が占めており、散策やス
ノーハイク、キトウシ森林公園での
キャンプなど、アクティビティが盛
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で、旭岳の地下水で育った東川米が
である、旭川家具の約30％を占め

る産地であることも知られています。

フェやレストラン、おしゃれなセレ
巡りが楽しいのも特徴のひとつです。
東川のことを知るには、まちなか

中心地には木彫りの看板がずらっと

にある複合交流施設「せんとぴゅあ」

の町」として長年取り組んできた試

じて、東川が大切に育んできた様々

ならぶ大通りも。もちろん、
「写真

みも、他に類を見ない唯一の魅力。

へ。ギャラリーでの展示や書籍を通
な文化に触れられます。

東川町で育まれてきた豊かな文化

Photography

Nature

国内外の写真文化に
触れられる

大雪山の恩恵を
受けた営み

1985年に「写真の町宣言」をした東川町は、毎年夏に東
川町国際写真フェスティバルを開催。ダイナミックな屋
外展示が行われ、国内外の写真家や写真関係者と交流し
続けてきました。全国の高校写真部の学生が東川に集う、
写真甲子園もまちの名物に。2021年には「東川町文化ギ
ャラリー」がリニューアルオープンし、素晴らしい作品
と出合える場所として町民や観光客を楽しませています。

大雪山の主峰、旭岳のふもとにある東川町は、豊かな自
然の恩恵を受けて暮らすまちです。全家庭で飲んでいる
旭岳の地下水は、ミネラルバランスに優れたおいしいお
水。またこの水を使って作られているのが、東川町自慢
の東川米です。最近では、この水を使った旨い日本酒も
生まれました。美しい自然の景観が、町の文化や暮らし
と密接に結びついているのです。

Crafts

Food

家具やクラフト雑貨の
職人が集う

おしゃれな飲食店が
点在するまち

家具やクラフト雑貨の職人が数多くアトリエを構える東
川町。公共施設などでは、町内事業者が製作した家具が
多数設置され、いつでも上質な家具に触れられたり、使
ったりすることができます。アトリエの見学や木工体験
ができるクラフト巡りも人気です。
「せんとぴゅあⅡ」に
あるアンテナショップ「東川ミーツ」では、東川町で製
作されたクラフト雑貨を購入することができます。

東川のおいしいお水とお米を求め、移住してお店を構え
る料理人も多い東川町は、グルメな町でもあります。そ
れぞれお店の雰囲気にもこだわりがあり、おいしい料理
や飲み物を楽しむだけでなく、窓からの景色を眺めたり、
インテリアに注目しながら、ゆっくり過ごす時間が贅沢。
大自然もあり、おしゃれなカフェやレストランもある。
その両方が味わえるのも、東川の魅力です。
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「東川らしさ」に基づく
ユニークなまちづくり
ふるさと納税を「ひがしかわ株主制度」として独自に取り組む東川町。

いつも「東川らしさ」に立ち返りながら進めてきたまちづくりは、ほかにはないユニークなものばかり。
ここではその一部をご紹介します。

過疎でも過密でもない、
ゆとりのある町を目指す

適疎とは、
「適当に疎が存在する町」のこと。1993年には
人口が6973人だった東川町ですが、現在は約8400人に回
復。しかし東川町は、人口増を目標とはしていません。ゆ
とりある空間での住みやすさを重視しているからです。
「適
疎」を提唱しながら、
「ひがしかわ株主制度」などで、東川
と深く関わってくれる人との関係を大切にしていく。それ
が東川らしいまちづくりの考え方です。

町立東川
日本語学校

適疎

全国初の公立
日本語学校を開校 !
東川町は、1985年の「写真の町宣
言」の中で、
「写真映りのよい町」
の創造とともに、
「世界の人々に
開かれたまちづくり」を掲げてい
ます。東川町の国際交流において、
日本語教育事業は中心的な役割を
果たしており、2009年から行わ
れている短期日本語・日本文化研
修事業は多くの修了者を輩出して
います。その結晶として2015年
10月に全国初の公立日本語学校
を開校しました。

織田
コレクション

北欧モダンデザイン黄金期を
中心とした貴重な家具

織田コレクションは、椅子研究家
の織田憲嗣氏が長年にわたり収集、
研究をしてきた20世紀の優れた
デザインの家具と日用品群。北欧
デザインを中心とした椅子やテー
ブル、照明など多岐にわたり、学
術的にも貴重な資料として高く評
価されています。東川町が数年か
けて同コレクションを公有化する
ことが決まり、東川の文化の活動
拠点である「せんとぴゅあ」でも、
その一部が展示されています。
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生まれた記念にプレゼント

君の椅子

2006年からスタートした「君の椅子」は、生まれてくる子
どもたちに、手作りの椅子を贈るものです。この椅子を通
して、子どもたちの成長を見守りたいという願いが込めら
れています。毎年異なるデザイナーが選定され、東川町を
含む旭川家具の工房で製作。また、小学校では木製家具に
囲まれて学び、中学校では３年間使い込んだ椅子を卒業記
念として持ち帰る、
「学びの椅子」という仕組みも。

1994年に始まった全国高等学校写真選手権

全国の高校写真部が目指す大会の地

大会「写真甲子園」。全国の高校写真部やサ

ークルなどから、共同制作による作品（組み
写真）を募集し、優秀校18校を選抜。選ばれ

た学校の高校生は東川町に集まり、本戦大会

が行われます。全国一を目指す高校生の活動
の場であり目標であるだけでなく、高校生同
士の交流や高校生と町民との交流の場となり、
様々な出会いが東川で生まれています。

写真甲子園

写真文化
首都宣言
新・婚姻届

1985年に世界でも類を見ない「写真の町宣言」を行い、東
川町国際写真フェスティバルや東川賞を通じて様々な交流
や出会いを生み出してきた東川町。30年後の2015年に、
新たに「写真文化首都宣言」を発表しました。
「未来に向か
って均衡ある適疎な町づくりを目指し、
『写す、残す、伝
える』心を大切に写真文化の中心として、写真文化と世界
の人々を繋ぐ役割を担う」と決意を新たにしています。

素敵な台紙と
記念撮影

東川町らしい婚姻届けを…と考え
出されたのが、この「新・婚姻届」。
アートディレクターの藤本やすし
氏がデザインした素敵な台紙に、
婚姻届けの写しを付けてプレゼン
トされます。また届け出の瞬間の
記念写真を撮影してもらえるとい
う、写真の町らしい試みも。提出
するときを素敵なセレモニーとし
て、その形を２人の手元に残して
あげたい、そんな町からの思いが
込められています。

建築緑化協定を結んだ
安心安全の住環境

グリーン
ヴィレッジ

写真文化の首都として地方から発 信

東川の美しい景観と調和する住宅
地を目指し、緑を多く配置するこ
とで自然環境にも配慮されたグリ
ーンヴィレッジをはじめとする分
譲地。大雪山に調和し、四季折々、
美しいまち並みを形成しています。
住民共通のルール
「建築緑化協定」
や、ガーデニングや家庭菜園が行
えるゆとりのある空間をつくるな
どの取り組みも。ここで生活する
住民が誇りに思い、子どもの世代
まで残したくなるまちを目指して
います。

次世代を担う若者から
家具デザインを募集

KAGU
デザイン
コンペ

家具産地ならではの数々の取り組みを行っている東川町。
2021年より、次の世代の若者を育成することを目的に、建
築家の隈研吾氏とタッグを組み企画したのが「隈研吾＆東
川町」KAGUデザインコンペです。初回は椅子をテーマに
作品を募集し、日本のみならず、セルビアやロシア、韓国
など様々な国からの応募がありました。このコンペを通し
て建築と家具が紡ぐ豊かな暮らしの発信を目指しています。
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「人」と「人」をつなぐ制度に
東川らしいふるさと納税のかたち
ふるさと納税が国の施策としてス

など、写真を通じて「人」と「人」と

の使い道を選ぶことができる「プロ

と納税とは住んでいる場所に限らず

に開かれた町を謳ってきました。寄

身で選べる仕組みにしました（※）。

タートしたのは2008年５月。ふるさ

故郷や応援したい自治体に寄附する
ことができる制度のこと。寄附した
３割以内の金額の返礼品がもらえた
り、2000円を超える金額は所得税の

還付、住民税の控除が受けられたり

のつながりを大切にし、世界の人々
附をしてもらい、返礼品を贈る。そ

また、
「東川町の株主なんです」と会

る関わり方は、なにか違うと感じて

東川をイメージしてデザインされた

れも嬉しいけれど、それだけで終わ
いたのです。

では、どんな関わり方をすればい

と、寄附を受けるまちも、応援した

いのか。そう考えていたときに思い

しかし当時の東川町では、ふるさ

た。会社の株を買った株主は間接的

人も嬉しい仕組みとなっています。
と納税について、
「このままやるの

は東川町らしくない」という意見が
あがりました。それは、東川町が

「写真の町宣言」をポリシーとして
いるからです。

1985年に世界に向けて「写真の町

宣言」をした東川町は、当時から東

浮かんだのが、企業の株主制度でし
にその会社の経営に参画できるよう

話のきっかけにしてもらえるように、
カード型の「株主証」をお渡しする
ことにしました。さらに、この株主
証を持って東川を訪れれば、特定の
施設にお得に宿泊できる特典も受け
られます。

お礼の品を渡すだけの関係ではな

になり、配当金や優待品がもらえる

く、実際に足を運んでもらい、まち

で、外から応援してくれる「株主」

けば、東川の輪が広がっていく ── 。

こともあります。まちもそれと同じ
がいてもいいのではないか。そうし

てアイディアは広がっていきました。
応援した人は株主優待（返礼品）

川町国際写真フェスティバルを開催

をもらうだけでなく、東川のまちづ

写真賞「東川賞」を創設したりする

認定書がもらえます。投資（寄附）

したり、自治体が主催する初めての

ジェクト」は、制度開始当初から自

くりに関われる「特別町民」となって、

に関わってもらう。株主が増えて行
そんな思いから、
「ひがしかわ株主
制度」は生まれました。

（※）ふるさと納税がスタートした当初は、寄
附の使い道が選べる仕組みとした自治体は少な
いなか、東川町では当初から双方向の関係を大
切にしていました。

写真の町宣言
「自然」と「人」
、
「人」と「文化」
、
「人」と「人」それぞれの出会いの
中に感動が生まれます。

そのとき、それぞれの迫間に風のようにカメラがあるなら、人は、
その出会いを永遠に手中にし、幾多の人々に感動を与え、分かち
あうことができるのです。

そして、
「出会い」と「写真」が結実するとき、人間を謳い、自然

を讃える感動の物語がはじまり、誰もが、言葉を超越した詩人や
コミュニケーションの名手に生まれかわるのです。

東川町に住むわたくしたちは、その素晴らしい感動をかたちづく
るために四季折々に別世界を創造し植物や動物たちが息づく、雄
大な自然環境と、風光明媚な景観を未来永劫に保ち、先人たちか

ら受け継ぎ、共に培った、美しい風土と、豊かな心をさらに育み、
この恵まれた大地に、世界の人々に開かれた町、心のこもった
“写真映りのよい” 町の創造をめざします。

そして、今、ここに、世界に向け、東川町「写真の町」誕生を宣
言します。

1985年6月1日

北海道上川郡東川町

photo: Kentauros Yasunaga

ひがしかわの「株主」になって
楽しむ 4 つのステップ
東川町と関わり、つながることができる「ひがしかわ株主制度」。

どうすれば「株主」になれるのか、４つのステップでご紹介します！

Step

Step

1

2

投資（寄附）したい
プロジェクトを選ぼう！

株主優待（返礼品）の中から
お好きなものをチョイス

東川町らしいプロジェクトの中から投資

旭岳のミネラル豊富な地下水に恵まれた東

P12～

P17～

「応援したい事業に投資！
東 川町らしいプロジェクトから選ぼう」

「Gift from Higashikawa」

（寄附）したい事業を選びましょう。写真
文化首都「写真の町」推進事業に日本福祉
人材育成事業、水と環境を守る森づくり事
業など、10株（10,000円）からの投資で、
東川の株主として関心のある事業に関わる
ことが可能です。

川町。大雪旭岳源水や東川米のほかにも、
おいしい水のある環境で生まれた日本酒な
どのお酒、食べ物や飲み物があります。ま
たデザイン性に優れた旭川家具やクラフト
の数々も。予算や好みに合わせて、自宅で
楽しめるお礼の品を、カタログから選んで
ください。送り先を変えて家族や友人のプ
レゼントにもできます！

※ふるさと納税の各Webページ

上では、step 2 → step 1の順でも
お申込みいただくことが可能です。
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ひがしかわ株主制度の
解説動画はこちら

Step

Step

3

4

返礼品だけじゃない！
株主のメリットを受けよう

株主証をもって、
東川を1年中楽しもう

東川の株主になれば、特別町民になって株

Step3の特典を使って、東川を旅してみま

主総会に参加できたり、東川への旅で持っ
ているとお得になる株主証が贈呈されます。
さらに、お得に宿泊できる施設もあるから
存分に滞在を楽しめます。もちろん一般的
なふるさと納税のメリットである、税金の
控除も受けられるので、楽しみが たっぷ
りあるのです。

しょう。春夏秋冬それぞれの楽しみ方があ
ります。夏はもちろん、厳しい冬も、この
時期ならではのアクティビティを体験する
ことで、大好きな季節になるはず。また、
秋に収穫となる新米や冬頃新酒が登場する
日本酒など、旬の返礼品も要チェック！

もらって、旅して、東川を1年中楽しみま
しょう。

P50 ～

P52～

「Special Gift for Kabunushi」

「おいしいお米に大自然
東 川町の四季を味わおう」

P55 ～

申込方法はこちら!
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応援したい事業に投資!

東川町らしい
プロジェクトから選ぼう

ふるさと納税で寄附するお金を、好きな事業に投資することができます。

写真文化首都「写真の町」プロジェクト、日本の未来を育むプロジェクト、自然と環境を守るプロジェクト、
地域資源活用プロジェクトの４つの区分から、応援したい事業をお選びください。

写真文化首都「写真の町」
プロジェクト

地域資源活用
プロジェクト

写真文化を通じて潤いと活力のあるまち

地域色を活かした家具・木工製品の生産

づくりに取り組み、世界中の写真と出逢

や根付きはじめたワインづくり、文化資

い、世界の人々とふれあい、笑顔に溢れ

源の活用など、人と自然が関わり合うこ

る「写真文化首都」の創造を目指します。

とで生まれる交流を促進します。

日本の未来を育む
プロジェクト

自然と環境を守る
プロジェクト

新しい命を育み成長を見守る役としての

大雪山系の雪解け水を地下水として活用

保育士や、高齢化社会の暮らしを支える

し、おいしい水が暮らしのそばにある東

介護福祉士をはじめとした、日本に不足

川町。貴重な水資源と環境を守る森づく

している人材の育成を推進します。

りの重要性を発信し整備を行います。

写真文化首都「写真の町」
推進事業
東川町は1985年に「写真の町」を宣言し、写真映りのよい田園風景

の保全、豊かな人づくりや景観づくりを進めてきました。宣言から
30年を迎えた2014年には「写真文化首都宣言」を行い、文化によ
るまちづくりをより一層推進。全国の写真好き高校生たちのための
「写真甲子園」
、国際写真賞の東川賞授与を中心とした「東川町フォ
トフェスタ」をはじめとする写真の町関連事業や写真のアーカイブ
スなど、写真文化首都として創造的な取り組みを行います。
目標：
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200,000,000 円以上

映画「カムイのなげき（仮）
」制作事業
アイヌ⺠族の人々は明治以降の北海道開拓に

大いに貢献しましたが、差別・迫害と戦い続
けて来ました。アイヌの血を引く知里幸恵さ
んは失われつつあったアイヌの伝統文化（口
承叙事詩“ユカラ”）を日本語に訳した「アイ
ヌ神謡集」を書き上げ、わずか19歳で夭逝。
彼女の業績はアイヌ⺠族の人々に大きな自信

と誇りを与えました。映画
「カムイのなげき」
は、彼女の生きた姿を元に、アイヌ⺠族の生
き様や伝統・文化を、雄大な北海道の自然の
中に描き出す物語です。アイヌ文化を広く国
内外へ紹介するため、オール北海道で制作し
ます。
目標：

250,000,000 円以上

農業を守り育てる事業
道内屈指の米どころである東川町の農業を守り育てるため、
「東川

米」の大規模乾燥調製施設の整備などを進め、日本の食料自給率確
保に貢献する事業等を実施します。

100,000,000 円以上

目標：

東川発デザインミュージアム
建設事業
日本五大家具産地と呼ばれる「旭川家具」
。東川町は旭川市に隣接
しており、
「旭川家具」の約 3 割は町の木工事業所によって生産され
ています。家具の産地であるこの地域に、多くの家具・クラフト職

人が集い、その匠たちが技を競って家具や木工製品を作り続けてい
るのです。このような洗練された木工製品・クラフト、世界的に歴
史・芸術価値が高い「織田コレクション」を中核に「家具デザイン
文化」を世界へ発信するデザインミュージアムの実現を目指します。
目標：

1,000,000,000 円以上

滞在型交流施設整備事業
リモートワークという言葉が定着し実際に体験する人も増えたなか、
東川町では、都市住民やさまざまな企業との交流と連携により相互
に行き来しながら仕事とプライベートを過ごしたり、移住のきっか
けとなる出会いを提供するための滞在型交流施設の整備を推進して
います。滞在することで見えてくる町の魅力や季節ごとの過ごし方
を知ってもらい、交流人口を拡大、継続していく取り組みです。町
内の木工業者をはじめとする一次産業との連携も特長です。
目標：

100,000,000 円以上
13

ひがしかわワイン事業
2013年から中澤一行氏（ナカザワヴィンヤード／北海道岩見沢市）
、
ブルース・ガットラブ氏（10Rワイナリー／北海道岩見沢市）の栽
培指導を受けたのちにぶどうを栽培しはじめ、まちの自然酵母を使
用した「ひがしかわワイン」を生産。本格的にワイン造りに取り組
んでいます。現在はセイベルが中心ですが、ピノノワール、シャル
ドネなどの試験栽培も開始。苗木およびぶどう畑の整備やワイナリ
ーの建設等、ひがしかわワインの推進のための事業を実施します。
目標：

100,000,000 円以上

文化財等活用推進事業
日本で初めて自治体によって制定された国際写真賞である東川賞で

は、5部門で5名の作家に賞が授与され、展示作品から選ばれたい
くつかの写真が毎年町に寄贈されています。現在世界的に活躍する
作家の作品も多数含まれ、これまでの寄贈作品は約2900点にも及
びます。これらの写真作品や文化的価値のある寄贈品等を守り伝え
ていくなど、東川町が有する貴重な文化資源を文化財に指定し活用
を図るとともに、将来にわたって収蔵保管を推進するものです。
目標：

100,000,000 円以上

天人峡温泉環境保全

（レクリエーションの森復活事業）事業
大雪山国立公園内には、国が指定したレクリエーションの森・天人

峡風致探勝林があり、北海道指定文化財の名勝「羽衣の滝」や、柱
状節理の名所の数々があります。大雪山国立公園の主要な観光コー

スとして、また、秘境の中に湯煙をあげる一大温泉郷として知られ
てきた天人峡ですが、経済の不振やコロナ禍により廃墟として放置
されている施設もあります。それらマイナスの資産をプラスに変え、
天人峡温泉の環境保全（レクリエーションの森復活）を目指します。
目標：

水と環境を守る森づくり事業
全国的にもめずらしく、北海道で唯一上水道がない東川町。家庭に

引かれているのは、大雪山の雪解け水が長い年月をかけて地中に染
み込み、自然にろ過された地下水です。非加熱で供給されており、
ミネラルのバランスが良く、中硬度で料理やコーヒーにも最適。源
泉から引水している「大雪旭岳源水岩」の取水場には町外からも多
くの方が訪れます。この良質で貴重な水資源を守るための情報発信
や、周辺の森づくりの環境整備を実施します。
目標：
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100,000,000 円以上

400,000,000 円以上

日本福祉人材育成事業
介護福祉士資格は、介護に係る一定の知識や技能を習得しているこ
とを証明する唯一の国家資格です。この、暮らしを支える介護福祉
士や命を育む保育士という大切な役割を担う方々をサポートするた
め、介護福祉士の奨学金等をはじめとした人材育成支援を図ってい
ます。子育て世代や高齢者のみなさんが安心して暮らしを送ること
ができる社会の実現に向け、日本の未来を育む福祉人材育成のため
の事業に充てられます。
目標：

200,000,000 円以上

竹内智香選手と協働！
スノーボードキッズ育成事業
大雪山国立公園の最高峰・旭岳の良質な雪を身近に感じるだけでな
く、2014年ソチオリンピック銀メダリストの竹内智香選手がスノ
ーボードをはじめた町という背景もあり、人材育成や環境整備、ス
ノーボード人口拡大のための子どもたちを対象とした普及活動に取
り組んでいます。今後数十年持続可能な育成環境を創ることを目指
し、竹内智香選手と協働しながら恵まれた自然のなかで心の豊かさ
と挑戦する楽しさを育み、子どもたちの夢をサポートします。

竹内智香選手が2019年に立ち上げたスノーボードキッズ育成組織

「& tomoka」では、レベルや目的に合わせ、世界のトップクラスで
戦う選手の育成、子どもたちのスポーツをはじめるきっかけづくり
などの活動を行っています。東川町では入門者も安心できるようス
キー場でのナイターゲート練習や、アルペンスノーボード、ビンデ
ィング、ブーツの低価格でのシーズンレンタル、用具が割引購入で
きるなどのマテリアルサポートも整えています。
目標：

30,000,000 円以上
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「ひがしかわ株主制度」の
疑問を解消

よくある質問 Q & A
Q

ふるさと納税と「ひがしかわ株主制度」
の違いはなんですか？

「ひがしかわ株主制度」は、東川町らしさを基準に
ふるさと納税を独自の視点で拡大したものです。東
川町にふるさと納税した方はどなたも東川の株主となり、
ふるさと納税で得られるメリットだけでなく、株主として
の優待も受けることが可能となります。詳しいメリットは
P50をご覧ください。

A

Q

投資いただいたあと、２週間程度で書類の送付を行
います。申し込みが集中している場合は、お時間を
要する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

A

Q
Q

株主優待（返礼品）を受け取らずに
投資（寄附）だけできますか？

株主優待を受け取らず、投資していただくことは可
能です。その場合は、お申し込みの際に、
「お礼の
品は不要」をお選びください。返礼品にかかる費用分も、
プロジェクトの投資金額として活用させていただきます。

A

Q

「ひがしかわ株主制度」ふるさと納税
特設サイトのポイントはどのように
利用できますか？

特設サイトから10,000円以上投資することで獲得
できるポイント。獲得したポイントは、いつでも株
主優待と交換することができます。ポイントの有効期限は
なく、10,000円以上の投資で3,000ポイント付与され、以
後1,000円ごとに300ポイント付与されます。20,000円投
資して、最初に10,000円分の交換、期間をあけて残りの
10,000円分の交換をすることなどが可能です。

A

Q

「ひがしかわ株主制度」の
株主優待（返礼品）が届いた後の
交換・返品はできますか？

寄附金受領証明書とワンストップ
特例申請書はどのくらいで届きますか？

株主優待（返礼品）は
いつ届きますか？

お申込みいただいた株主優待（返礼品）によって変
わります。入金確認後、すぐに発送できるものもあ
れば、家具などは２～３ヶ月かかる場合もございます。各
商品ページをご確認ください。

A

Q

無料の宿泊特典を使用したいの
ですがどうすればいいですか？

10,000円以上の投資でふるさと交流センターに2泊
宿泊いただけます（投資から１年間有効）。
「ひがし
かわ株主制度」ふるさと納税特設サイトで施設予約状況を
確認のうえ、サイト上にてお申込みください。

A

Q

「HUC 株主証」とは何ですか？
どう使えばいいですか？

東川町の公共施設で提示すると町民価格で利用でき
たり、
「株主加盟店」で優待利用できたりするカード
です。また東川町内100店舗以上のお店等でポイントが貯
まる・使えるポイント機能があるので、お得に東川町の旅
が楽しめます。

A

投資のお手続きが終了した後に、申込者の都合での
交換や返品は対応致しかねます。万が一不備があっ
た場合は、下記お問い合わせ先まで、ご連絡くださいませ。

A

お問い合わせ先 ： 東川町
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東川スタイル課

Tel：0166-73-4666／Fax：0166-82-2333
Mail：kabu@town.higashikawa.lg.jp

ふるさと納税
ひがしかわ株主制度
GUIDE BOOK

東川米

Gift

from
Higashikawa

1

旭岳のミネラル豊富な
天然水で育つ米

甘味があって、つやがあって、おいしい。
東川町の自慢のお米。
大雪山旭岳のミネラル豊富な地下

元農家とJAひがしかわが制定した独

には、北海道のブランド米「ゆめぴ

証10か条」や「水とくらす５か条」を

水で米作りを行う東川町。2019年

りか」の「ゆめぴりかコンテスト」
で東川米が最高金賞を受賞し、日本
穀物検定協会が実施する米の食味ラ

自の厳しい生産基準「東川米信頼の

冷めてもおいしい、お弁当にもぴ

しっかりと守り、安全と品質を向上
このお米や水を求めて、東川に店

いる人気のお米。毎日の食卓のため

する取り組みを行っているからです。
を構えるため全国から移住してきた

います。このように評価が高いのは、

どよい甘味や粘りがあって、おいし

恵まれた環境におごることなく、地

ものに磨き上げているのです。

ったりの「ななつぼし」も、食味ラ

ンキングでは、最高ランクの「特A」
を2011年以来、連続獲得し続けて

う言って、それぞれの料理を最高の

人たちも多くいらっしゃいます。
「ほ
い。炊き立ての香りと艶が違う」そ

ンキングで「特A」を獲得し続けて

に、3ヶ月・6か月の定期便も用意

しているので、
「ゆめぴりか」と「な

なつぼし」
、東川町自慢の米をぜひ
ご自宅で食べ比べてみてください。

おいしい東川米ができるまで
初春

春

水田に水が貼られるのは田植え直前の4月下
旬。空が鏡のように写って美しい風景に。こ
のお水は、大雪山の地下水を使用。おいしく
育つわけです。

秋

5月は田植えの時期。東川町全体が緑に染ま
ります。田植えのあとは草刈りや水の管理、
虫や病気の予防など。きめ細やかな管理をし
ていきます。

8月～9月は稲刈りの時期。直前には田園が
黄金色に染まります。おいしい新米が食べら
れるのも、この季節です。

これで完ぺき！ 東川米の炊き方
❶ お米をきちんと計ります。
❷ お米を手早く洗います。
❸ 水加減を調節します。おいしい
ごはんは、水加減が決めてです。標
準的には、お米の1.2倍が適量と言
われています。お好みに合わせて、
水の量を調整してください。
❹ お米に十分水を吸わせます。水
温により異なりますが、夏なら30
分くらい、冬は 2 時間くらいが適当
です。
❺ 炊飯スイッチをいれます。
❻ 蒸らします。炊飯完了後、10分
～15分程おく事がオススメです。
❼ しゃもじでほぐして最後の仕上
げです。蒸らした後は、出来るだけ
早くごはんをほぐします。

お米を炊く際に、大雪旭
岳源水を使用すればもっ
とおいしい東川米がいた
だけます。
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東川米 ゆめぴりか（白米）10kg
商品番号

21001203

東川米 ゆめぴりか（無洗米）10kg

12,000 円以上

商品番号

「日本一おいしい米を」という「夢」に、アイヌ語で美しいを意味する「ピ
リカ」を合わせて名づけられた「ゆめぴりか」。柔らかい炊き上がりと、つ
やのある粒が特徴で、お米だけ食べてもおいしさが実感できます。
【内容】東川米「ゆめぴりか」5㎏×2袋（10kg）
【発送】入金確認後、30日以内

21001080

商品番号

食味のバランスがよく、適度な甘さと固さのさっぱりとした口当たりのお
米。その美味しさは、濃い味付けのおかずにも負けません。冷めても味や
香りが飛びにくいので、お弁当やおにぎりなどにもぴったりです。
【内容】東川米「ななつぼし」5㎏×2袋＋2kg×1袋（12㎏）
【発送】入金確認後、30日以内

東川米 ゆめぴりか（白米）
商品番号

21003602

36,000 円以上

【内容】東川米「ゆめぴりか」5㎏×2袋（10kg）
【発送】入金確認月の翌月下旬を初回発送とし、
計3回、各月下旬

20

豊かな土壌と、厳しい栽培基準を満たす生産者の努力で作られている東川
米。無洗米は、精米された白米の表面に残っている肌ヌカを予め取り除い
ているので洗う必要がなく、お水の節約に。おいしさは変わりません。

東川米 ななつぼし（無洗米）12kg

10,000 円以上

【3ヶ月定期便】

12,000 円以上

【内容】東川米「ゆめぴりか」5㎏×2袋（10kg）
【発送】入金確認後、30日以内

東川米 ななつぼし（白米）12kg
商品番号

21001204

21001081

10,000 円以上

つや、粘り、甘味の抜群なバランスで、和食にも洋食にも合う万能さから、
リピーターも多いななつぼし。炊く前の研ぎ洗いをしなくてもいい無洗米
は、料理の時短にも。おいしさは変わらないのでお好みをどうぞ。
【内容】東川米「ななつぼし」5㎏×2袋＋2kg×1袋（12㎏）
【発送】入金確認後、30日以内

【3ヶ月定期便】

東川米 ゆめぴりか（無洗米）
商品番号

21003603

36,000 円以上

【内容】東川米「ゆめぴりか」5㎏×2袋（10kg）
【発送】入金確認月の翌月下旬を初回発送とし、
計3回、各月下旬

【3ヶ月定期便】

東川米 ななつぼし（白米）
商品番号

21003063

30,000 円以上

【内容】東川米「ななつぼし」5㎏×2袋＋2kg×
1袋（12㎏）
【発送】入金確認月の翌月下旬を初回発送とし、
計3回、各月下旬

【3ヶ月定期便】

【6ヶ月定期便】

東川米 ななつぼし
（無洗米）
商品番号

21003064

東川米 ゆめぴりか（白米）

30,000 円以上

商品番号

21007201

72,000 円以上

【内容】東川米「ななつぼし」5㎏×2袋＋2kg×
1袋（12㎏）
【発送】入金確認月の翌月下旬を初回発送とし、
計3回、各月下旬

【内容】東川米「ゆめぴりか」5㎏×2袋（10kg）

【6ヶ月定期便】

【6ヶ月定期便】

【発送】入金確認月の翌月下旬を初回発送とし、
計6回、各月下旬

東川米 ゆめぴりか（無洗米）
商品番号

21007202

東川米 ななつぼし（白米）

72,000 円以上

商品番号

【内容】東川米「ゆめぴりか」5㎏×2袋（10kg）
【発送】入金確認月の翌月下旬を初回発送とし、
計6回、各月下旬

21006010

60,000 円以上

【内容】東川米「ななつぼし」5㎏×2袋＋2kg×
1袋（12㎏）
【発送】入金確認月の翌月下旬を初回発送とし、
計6回、各月下旬

【6ヶ月定期便】

21006011

商品番号

21001003

10,000 円以上

東川米３種と大雪旭岳源水のセット。品種ご
との違いを楽しめるので、初めて東川米を食
べ る 方 に も お 勧 め。 お 米 １ 袋 は セ ッ ト の
500ml １本で炊くことができてお手軽です。
自分好みのお米を見つけてみてください。
【内容】東川米ゆめぴりか（420g×2袋）、東川米
ななつぼし（420g×2袋）
、東川米きたくりん
（420g×2袋）
、大雪旭岳源水（500ml×6本）
【発送】入金確認後、３週間程度

東川米 ななつぼし
（無洗米）
商品番号

東川米３種食べ比べセット
（無洗米）

60,000 円以上

【内容】東川米「ななつぼし」5㎏×2袋＋2kg×
1袋（12㎏）
【発送】入金確認月の翌月下旬を初回発送とし、
計6回、各月下旬

お礼の品としての東川米はこの3 種類！
ゆめぴりか

ななつぼし

きたくりん

豊かな甘みと濃い味わいが特徴。粘り
も強くもちもちした食感。白く輝くよ
うな炊きあがりの美しさも人気です。
東川米のエース。

ほどよい甘みと粘りで、冷めても美味
しさが長持ち。カレーライスやチャー
ハンなどどんな料理にもピッタリのオ
ールラウンドプレイヤー。

ほどよい甘さとしっかりした粘りが特
徴。粒が大きくつやのある炊き上がり
で食べ応えがあるので混ぜご飯などに
もオススメ。

白米と無洗米の違いって？

お米の保存方法

２つのお米の違いは、粘着性の高い肌ヌカの有無で決ま
ります。精米された白米の表面にはこの肌ヌカが残って
いるので、炊く前の研ぎ洗いが必須。対して無洗米は肌
ヌカを予め取り除いているので、家庭で洗う必要がない
のです。美味しさはどちらも変わりません。

お米は生きもの。その保存方法によって、味や鮮度
が変わります。なるべく長持ちさせるためには密閉
容器に入れて、直接日光の当たらないところに保存
しておくことが大切。特に夏の間は虫が発生したり
食味が落ちやすいので、温度と湿度が一定な冷蔵庫
で保管するのがお勧めです。また、お米は空気を吸
収しやすいため、匂いの強いものを近くに置かない
ようにご注意を。お米を正しく保存して、美味しさ
を長く楽しみましょう。

白米

無洗米
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2

家具
from
Higashikawa

Gift

美しく使いやすい家具で
自宅時間を豊かに

日本五大家具・旭川家具の産地、東川町
一生モノと暮らす毎日を
北海道の良質な木材を使用し、優

の大きな家具から、プレゼントとし

習慣と文化を創造し、地域の家具産

日本五大家具産地のひとつとして海

レーム、時計などのクラフト雑貨ま

この宣言を機に、町内木工事業所が

れたデザインで知られる旭川家具。
外でも有名です。実は、その約30％

は東川町で製作されており、町内に
は木工を志す若者からこの道数十年
のベテランまで、幅広い世代の職人

たちが集まって鍛錬を重ねています。
作られているのは、部屋の主役と

なる椅子やテーブル、ソファーなど

て喜ばれる、コースターやフォトフ
でさまざま。豊かな自然の中に点在
するクラフトのギャラリーやショッ
プ巡りも人気です。

そんな家具デザイン文化を育んで

きた東川町は、2021年に４月14日を

「椅子の日」と制定し、宣言を行い
ました。家具や椅子などに感謝する

業の振興を図ることを誓う宣言です。
ひとつひとつ丁寧に製作したこだわ
りの椅子を、多くの方に知っていた
だこうと活動してきました。様々な
事業者の磨き上げられた技が光る家
具やクラフトは一生もの。自宅時間
を充実させるために、長く使える良
い品を迎え入れませんか。

人生に寄り添う３タイプの椅子

工房自慢の椅子
各事業者が、自信をもって製作している自慢
の椅子をそろえました。インテリアにもなる
個性的なデザインから日常になじむ椅子まで。
多くのファンがいるのもうなずける、細部の
こだわりと美しさが魅力です。

ワーク＆ライフチェア
長時間座っていても、疲れが少ない、ゆった
り座れるリラックスできるチェアです。テレ
ワークなどの仕事用だけでなく、読書時やリ
ビングでの食事や団らんにも使えます。長く
使って愛情を注ぎこめる椅子の数々です。

子どもの椅子
大切な家族の「居場所」となる、子どもの椅子。
子どもが時間をかけて育つように、椅子も使
うほどに味わい深く育っていく。次の世代に
もこの椅子が引き継げるように、かわいいだ
けでなく安全に丁寧に作られています。

※Webサイトではすべて「椅子」のカテゴリでご覧いただけます

東川町のモノづくり
1980年代から少しずつ小規模な工房が創業し始め、現在、40
近くの木工事業者が点在している東川町。
「旭川家具」を作るた
めの部品や刃物を扱う業者もいて創業しやすく、また四季折々
美しい自然環境が創作意欲を掻き立て、モノづくりが盛んにな
っていったのかもしれません。

東川町内の家具事業者
アイスプロジェクト
アーリー・タイムス α
アール工房
樹工房
WOODWORK
家具工房木魂
加藤木工
北の住まい設計社
木と暮らしの工房

木ライフプロダクト
樹の郷 AKO
工房宮地
コタン・クル・カムイ
さいとうデザイン工房
鈴木工房
創彩工房
大雪木工
T.MOTOI

バウ工房
早見賢二
東10号工房
むう工房
無垢板工房
木工駄々
Leaf Style
ほか

23

椅子 ─ 工房自慢の椅子

創彩工房

ふぇいす（Face Stool）
商品番号

20003007

30,000 円以上

愛嬌たっぷりの表情が特徴的な椅子。自然な
配色なのでインテリアにも馴染みます。組み
立てはたったの２工程で、屋外でも簡単に持
ち運びできるのが嬉しい。この椅子を迎えて、
暮らしに遊び心を取り入れてみませんか。
【サイズ】幅：290㎜×高さ：約420㎜×天板Ф：
290㎜
【原材料〈天板〉】パイン材
【原材料〈脚部〉】シナ積層合板
【カラー】クリア、ブルー、イエロー、レッド、
グリーン
【種類】おーちゃん、いーちゃん、えーちゃん

無垢板工房 “和（なごみ）”

ウッドチェア
商品番号

21012001

120,000 円以上

シンプルなデザインでどんなテーブルにも合
わせられるウッドチェア。腰をおろせば、座
り心地の良さが実感できるはずです。アーム
がないので座ったり立ったりしやすく、動作
が多くなりがちな食事の際にも助かります。
【サイズ】幅：420㎜×奥行：490㎜×高さ：770
㎜（座面の高さ：430㎜）
【原材料】下記5種類よりお選びください
【チェリー、ウォールナット、レッドオーク、カ
バ、クルミ】
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樹の郷AKO

立ち上がりやすい「スツール」
商品番号

21005501

55,000 円以上

手をついて立ち上がりやすいスツール。その
秘密は、一般的なスツールより少し高く、前
後左右の幅を持たせた設計です。4種類の材
木から性質や色合いを見て組み合わせている
ので、同じデザインのものはありません。
【サイズ】幅：560㎜×奥行：260㎜×高さ：460㎜
※高さは最大610㎜まで調整可能
【原材料】シラカバ、ウォールナット、キハダ、
イチイ

さいとうデザイン工房

リトルアームチェア
商品番号

21022002

220,000 円以上

後脚の上についた小さいアームが特徴的な椅
子。かわいらしい耳のようなアームは、世代
を選ばず心惹かれるデザイン。アームが小ぶ
りなので、スムーズに移動ができます。デザ
イン性だけでなく、機能性も十分な一脚です。
【サイズ】幅：560㎜×奥行：530㎜×高さ：730
㎜（座面の高さ：420㎜）
【原材料】ナラ、ウォールナット
【塗装】蜜蝋ワックス仕上げ

木魂

師恩LDチェア
商品番号

10060001

600,000 円以上

家具職人の長年の経験と高い技術で作られた
椅子。目を引くのは、機械では実現できない
その独創的なデザインです。ウォールナット
と黒の革張りという高級感のある佇まいは、
お部屋の中でも抜群の存在感を放ちます。
【サイズ】幅：600㎜×奥行：560㎜×高さ：830㎜
（座面の高さ：410㎜ )
【原材料】ウォールナット
※革の張り替え可

アール工房

Aチェア
商品番号

10030011

300,000 円以上

美しい曲線のデザインが魅力的な椅子。特徴
的な背もたれは、座った瞬間にしなやかに背
中にフィット。ゆったりと寛ぐことができま
す。細部の加工にもこだわりが光る椅子を置
くだけで、お部屋は凛とした雰囲気に。
【サイズ】幅：420㎜×奥行：520㎜×高さ：1010
㎜ (座面の高さ：410㎜ )
【原材料】タモ

椅子 ─ ワーク＆ライフチェア

樹工房

リビングチェア ～ hygge
（ヒュッゲ）シリーズ～
商品番号

21016002

160,000 円以上

疲れにくい設計の背もたれが特徴で、テレワ
ークに最適な椅子。シンプルなデザインなの
で、リビングで仕事をする場合にも部屋の調
和を崩しません。快適な空間での仕事、家族
との団欒を両立する優れものです。
【サイズ】幅：465㎜×奥行：465㎜×高さ：750㎜
（座面の高さ：420㎜）
【原材料〈脚・幕板・貫〉】栓（セン）無垢材
【原材料〈背〉】栓（セン）成型合板

むう工房

背網Pコード
ショートアームチェア
商品番号

21030001

300,000 円以上

20年以上制作・販売し多くの人に愛される、
むう工房の代表作品。弾力のあるペーパーコ
ードの座面や背もたれは、時とともに程よく
緩んで、心地よい座り心地に。使い込むほど
に体に馴染み、愛着がわく一脚です。
【サイズ】幅：560㎜×奥行：490㎜×高さ：780㎜
（座面の高さ：430㎜）
【原材料】ウォールナット材、ペーパーコード
【塗装】植物オイル仕上げ

木と暮らしの工房

木ライフプロダクト

木座チェア
商品番号

21022016

ペーパーコードチェア
220,000 円以上

板の座面はクッションとセットになりがちで
すが、この木座チェアでは要りません。体の
接地面に沿った窪みのおかげで、やわらかく
寛いで座れます。長時間使用しても疲れ知ら
ずの座り心地を体感してみてください。
【サイズ】幅：560㎜×奥行：480㎜×高さ：700㎜
（座面の高さ：400㎜）
【原材料】ナラ材
【塗装】オイル仕上げ

アーリー・タイムスα

ダイニングチェアDC-1
商品番号

21033001

330,000 円以上

椅子を置く時に気になるのが床への負担。こ
のダイニングチェアは、脚の底を丁寧に磨き
上げているので摩擦が少なく、畳のお部屋で
も使用できます。背板と座面の生地の組み合
わせで、違う雰囲気になるのも魅力の1つ。
【サイズ〈Hタイプ〉】幅：466㎜×奥行：525㎜×
高さ：755㎜ (座面高さ：420㎜）
【サイズ〈Lタイプ〉】幅：466㎜×奥行：525㎜×
高さ：755㎜ (座面高さ：400㎜）
【サイズ〈LLタイプ〉】幅：466㎜×奥行：525㎜
×高さ：755㎜ (座面高さ：380㎜）
【サイズ〈LLLタイプ〉】幅：466㎜×奥行：525㎜
×高さ：755㎜ (座面高さ：360㎜ )
【原材料】下記4種類よりお選びください
【ナラ、ウォールナット、チェリー、メープル】

商品番号

21022003

220,000 円以上

北海道のクルミ材を使い、座面と背もたれを
ペーパーコードで編んだ軽量な椅子。約3キ
ロ程度という軽さで、移動や持ち運びもスム
ーズ。ウレタンオイルの塗装は汚れにくく、
木材の手触りをダイレクトに感じられます。
【サイズ】幅：460㎜×奥行：500㎜×高さ：720㎜
【原材料】クルミ材、ペーパーコード カナコ編み
【塗装】ウレタンオイル塗料

工房 宮地

Dチェア
商品番号

21060002

600,000 円以上

背あたりの心地良さを追求したダイニングタ
イプのDチェア。道産のクルミ材を使用し、
1つひとつ丁寧に仕上げています。ゆったり
とくつろげる背もたれが、読書や仕事などに
没頭できる環境を整えてくれます。
【サイズ】幅：570㎜×奥行：540㎜×高さ：750㎜
【原材料】中川町産クルミ材
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椅子 ─ 子どもの椅子

むう工房

キッズチェア〈ぞうさん〉
商品番号

10005004

50,000 円以上

かわいい「ぞうさん」をデザインしたチェア。
象の顔の向きは木の色や木目を見て、魅力的
に見えるように切れ込みを入れています。丸
みをおびたフォルムは優しく、クサビ止めな
どから木組みの良さも感じられる作品です。
【サイズ】幅：280㎜×奥行：310㎜×高さ：410㎜
（座面の高さ：210㎜）
【原材料】道産クルミ

woodwork

21015001

東10号工房

Vita（ヴィータ）
商品番号

21010001

liten stol

100,000 円以上

「Vita」とはラテン語で人生のこと。いつま
でも傍に置いておきたくなるモノであるよう
にと仕上げました。くるみの木でできている
ので、肌触りは優しく、軽くて丈夫。お子さ
んの成長の傍らにそっと寄り添います。
【サイズ】幅：280㎜×奥行：285㎜×高さ：450㎜
（座面の高さ：225㎜）
【原材料】くるみ

工房 宮地

ぷるーん
商品番号

アイスプロジェクト

工房宮地の子供椅子
150,000 円以上

1歳からでも安心して座れる椅子。簡単に倒
れないように、4つの脚は太くしっかりとし
たつくりになっています。座りやすい座面の
窪みもポイント。安全性と座り心地の良さを
両立させた、親子ともに嬉しいデザインです。
【サイズ】幅：310㎜×奥行：270㎜×高さ：330㎜
（座面の高さ：200㎜）
【原材料】タモ無垢材、ウォールナット無垢材
【塗装】オイル仕上げ

商品番号

21015002

150,000 円以上

デザインから制作、仕上げまで全て1人で行
う工房 宮地で、丁寧に作った子供用の椅子。
そのこだわりは、快適な座り心地。Uチェア
やDチェアと同じクオリティの上質な仕上が
りは、大人用の椅子にも引けをとりません。
【サイズ】幅：270㎜×奥行：280㎜×高さ：400㎜
【原材料】中川町産クルミ材

商品番号

21012003

安全面に配慮した子供用椅子。脚の下端は前
後を繋げて突起を無くした構造に。アームレ
ストは座る時に掴んだり、転倒防止の効果も
あります。安定感に優れた作りなので、椅子
からずり落ちてしまう心配もありません。
【サイズ】幅：340㎜×奥行：280㎜×高さ：400㎜
【原材料】ウォールナット無垢材、オーク無垢材

アール工房

○▽□デスクセット
商品番号

21030002

300,000 円以上

丸・三角・四角をテーマとしたかわいいデス
クセット。持ち運びがしやすく、丈夫なタモ
材のみで使われているので移動も楽々。机に
は椅子がぴったり収まるように窪みがついて
おり、お片付けの習慣が楽しく身に付きます。
【サイズ〈机〉】幅：600㎜×奥行：345㎜×高さ：
450㎜
【サイズ〈椅子〉】幅：340㎜×奥行：325㎜×高さ：
510㎜（座面の高さ：245㎜）
【原材料】タモ材
【塗装】ナチュラル仕上げ

「子どもの椅子」は、株主特設サイトからの注
文に限り、ご指定のメッセージを刻んだ東川町
産材木製メッセージプレート（最大56文字）を
添えることが出来ます。注文時に
「プレート付」
をお選びいただいた方には、ご注文後に必要な
情報の確認をメールにてご案内いたします。

26

120,000 円以上

木工・クラフト

加藤木工

木ライフプロダクト

K-ster
商品番号

10001028

スマートホンスタンド2
10,000 円以上

無垢材から削り出されたコースターの3点セ
ット。表面に施された精密な加工は、それぞ
れ素敵な由来を持った和柄をモチーフにして
います。樹種、柄の組み合わせによってその
表情は様々。食卓のアクセントにどうぞ。
【サイズ】幅：90㎜×奥行：90㎜×高さ：3㎜
【原材料】ナラ、カバ、ウォールナット

商品番号

10001023

10,000 円以上

道産のエゾ山桜を使用した木目の美しいスタ
ンド。角度は2パターン調整可能で、ケーブ
ルを繋いだままでも使えるので様々なシーン
で利用できます。年齢、性別を問わないシン
プルなデザインは贈り物にもお勧めです。
【サイズ】幅：70㎜×奥行：110㎜×高さ：150㎜
【原材料】エゾ山桜
【塗装】天然植物性オイル仕上げ

鈴木工房

お誕生日を祝った
フォトスタンド
（お子さんの足形刻印付き）
商品番号

10001501

15,000 円以上

1つひとつ手作りのフォトスタンド。子ども
の足型や手形などをレーザーで丁寧に刻印。
名前と生年月日を記すこともできます。世界
に1つだけのフォトスタンドで、家族のあた
たかな記録を残してみませんか。
【サイズ】幅：175㎜×奥行：19㎜×高さ：250㎜
※足型や手型の印字を鮮明に行うため、白地の紙
に黒色でコピーしたものをPDFかFAXでお送りく
ださい。
Mail：kabu@town.higashikawa.lg.jp
FAX：0166-82-2333

早見賢二

モモンガ壁掛けロベロベー
商品番号

10004007

40,000 円以上

木工クラフト作家、早見賢二さんによるヤジ
ロベーのアレンジ「ロベロベー」。支点が２
ヶ所あることでより複雑な動きが可能です。
モモンガは実物大というから驚き。アームの
先で動く姿は、東川の自然を想像させます。
【サイズ】幅：430㎜×奥行：30㎜×高さ：300㎜
【原材料】クルミ、チェリー、ボールベアリング
軸受、黄銅おもり、ステンレススチール丸棒

Leaf Style

コースターケース
商品番号

10006001

60,000 円以上

コタン・クル・カムイ

ももんがの木工時計
商品番号

10005001

120,000 円以上

「限りある木を有効に使う」をコンセプトに
した製品。ケースには異なる材種のコースタ
ーが8枚入っています。風合いや手触り、重
さの違いが楽しい。オイルで仕上げシミがほ
とんどつかないので長く使い続けられます。

かわいらしいデザインが特徴的な時計。モモ
ンガが手足を広げて空を飛んでいるイメージ
で、尾っぽが振り子となって時を刻みます。
時間が進むたびに目で追ってしまう、エゾモ
モンガの愛らしさを体感してみてください。

【サイズ〈本体〉】幅：104㎜×奥行：104㎜×高さ：
104㎜
【原材料〈本体〉】ナラ、ウォールナット
【サイズ〈コースター〉】幅：85㎜×奥行：85㎜×
高さ：8㎜
【原材料〈コースター〉】ナラ、ウォールナット、
メープル、サクラ、ブナ、セン、キハダ、タモ

【サイズ】幅：280㎜×奥行：50㎜×高さ：450㎜
【原材料】ミズナラ、マカバ、エリマキ、コクダン、
タモ（埋もれ木）
、カリン
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家具

アートクラフト バウ工房

K・スツール
商品番号

10015007

150,000 円以上

軽量で機能的なスツール。座る時や立ち上が
る時に、両サイドのフレームに手をかければ、
動作の補助にも。シンプルで美しい佇まいの
スツールは、玄関やリビングなど、色々な空
間にすっと馴染んでくれます。
【サイズ】幅：515㎜×奥行：300㎜×高さ：550㎜
（座面の高さ：400ｍｍ）
【原材料】ウォールナット

北の住まい設計社

LIMsidetable_MA
商品番号

21017009

170,000 円以上

北海道産無垢材を使用したサイドテーブル。
主張を抑えた形は、ソファやベッドのサイド
など様々な場面で活躍します。ベースはスチ
ールなのでしっかり支えてくれて安心。暮ら
しの側に寄り添う、名脇役になるはずです。
【サイズ】直径：490㎜×高さ：550㎜
【原材料】イタヤカエデ
【塗装〈天板/脚〉】ソープ仕上げ
【塗装〈ベース〉】ブラックまたはホワイト
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大雪木工

壁掛けシェルフ（moon）
商品番号

10015007

150,000 円以上

月の満ち欠けのような壁面収納ミラー。回し
て開けることで、360°自分の好きな角度に
固定することができます。利便性と美しい佇
まいの両方を備えた収納は、お部屋を一気に
洗練された雰囲気に変えてくれます。
【サイズ】幅：380㎜×奥行：120㎜×高さ：380㎜
【原材料】カバ
【塗装】オイル塗装（ルビオモノコート）
【カラー】ミラー、ブルー、グリーン、グレー

wood work

10025002

KINTARO MKI-01
商品番号

10015006

150,000 円以上

滑らかな木肌が印象的な金太郎人形。シンプ
ルな形で力強さとかわいらしさを表現してい
ます。五月人形としてはもちろん、インテリ
アにも最適。小さめサイズなので、人形を飾
る場所がないと諦めていたご家庭も安心です。
【サイズ】幅：250㎜×奥行：150㎜×高さ：260㎜
【原材料】シナ（本体、台）

大雪木工

SUKIII DESK
商品番号

T.MOTOI

70Dresser〈Nordlys〉
250,000 円以上

商品番号

10035002

350,000 円以上

シンプルなデザインで、子どもの成長に合わ
せて永く使い続けられるデスク。サイドバー
にS字フックでバッグを掛ければ、荷物もす
っきり。アクセントになる机天板と脚の接合
プレートのカラーは、7色から選べます。

リビングにあっても違和感のないデスクのよ
うなデザインのドレッサー。蓋を開けるとミ
ラーが出てきて、小物も収納できる優れもの
です。コンセント付きなのも嬉しい。部屋を
選ばず自分だけの空間を演出できます。

【サイズ〈1000〉】幅：1000㎜×奥行：600㎜×高
さ：700㎜
【サイズ〈1200〉】幅：1200㎜×奥行：600㎜×高
さ：700㎜
【サイズ〈1800〉】幅：1800㎜×奥行：600㎜×高
さ：700㎜
【原材料】サクラ
【塗装】ウレタン
【カラー】スミレ・サクラ・ミズ・ワカナ・カラシ・
ダイダイ・クレナイ

【サイズ〈ハイスツール〉】幅：700㎜×奥行：450
㎜×高さ：730㎜
【サイズ〈収納内寸（ミラー下）〉】幅：400㎜×奥行：
380㎜×高さ：90㎜
【サイズ〈引出内寸（右側2段）〉】幅：140㎜×奥行：
320㎜×高さ：200㎜
【原材料】カバ、ナラ、ウォールナット

さいとうデザイン工房

HD ローテーブル
商品番号

10040002

400,000 円以上

道産ナラ材の風合いを生かしたローテーブル。
ナチュラルな木目で和風・洋風どちらの部屋
にも合うデザインです。耳付加工はナラ材に
合う薄い色の着色オイルに蜜蝋ワックスを使
用し、手触りよく仕上げられています。
【サイズ】幅：1200㎜×奥行：600㎜×高さ：380
㎜
【原材料】ナラ

樹工房

お片付けきしゃぽっぽ
〈樹号（いつきごう）〉
商品番号

20060001

600,000 円以上

子どもに分かりやすく片付けてもらうための
収納。塗料は人体に影響が少ないものを使用
しているので安心です。水陸様々な動物を、
色とりどりにデザイン。お子さんの好きな動
物を選べば、きっと片付けも楽しい時間に。
【サイズ〈機関車両〉】幅：475㎜×奥行：324㎜×
高さ：485㎜（座面の高さ：350㎜）
※ハンドル含む
【サイズ例〈客車車両〉】ライオン-幅：362㎜×奥
行：324㎜×高さ：25㎜
【原材料】ヨーロピアンビーチ・MDF
【種類】12種類（ライオン、ゾウ、パンダ、キリン、
ウサギ、カンガルー、ラッコ、アザラシ、イルカ、
クジラ、ペンギン、カクレクマノミ）の中から３種
類を選択可能

木工 駄々

小さなチェスト「リトルベル」
商品番号

10030007

450,000 円以上

曲線が美しい小ぶりなチェスト。Belleは日
本語で「美しい婦人」。スカートがゆらめく
ように裾に広がるデザインが魅力です。引き
出しは5段で、深さは3段階。収納したいも
のに合わせて使い分けができます。
【サイズ】幅：350㎜×奥行：330㎜×高さ：400㎜
【原材料】山桜

北の住まい設計社

21100002

Sixty Table
商品番号

10030003

450,000 円以上

縦・横・高さ、全てが60㎝のテーブル。天
板が正方形のものはありますが、キューブ型
の製品にはなかなか出会えません。シンプル
なフォルムでPCテーブル、サイドテーブル、
飾り棚など様々な場面で活躍します。
【サイズ】幅：600㎜×奥行：600㎜×高さ：600㎜
【原材料】山桜

アートクラフト バウ工房

LIMsofa_MA
商品番号

木工 駄々

20の樹
1,000,000 円以上

清潔感のある北海道産イタヤカエデのソープ
で仕上げたソファ。コンパクトなサイズであ
りながら、高さを抑えることで伸びやかな印
象に。どこから見てもすっきりとしたソファ
は、柔らかく空間に溶け込みます。
【サイズ】幅：1600㎜×奥行：760㎜×高さ：770
㎜
【原材料】イタヤカエデ
【塗装】ソープ仕上げ

商品番号

10250001

2,500,000 円以上

樹種特有の肌合い、色を活かして製作したキ
ャビネット。引き出しのほか全てのパーツを
合わせると、20種類の木材を使用。触れる
と揺れてしまいそうに重なったユーモア溢れ
るデザインは、部屋を個性的に彩ります。
【サイズ〈本体〉】幅：400㎜×奥行：320㎜×高さ：
1460㎜
【サイズ〈引出内寸〉】幅：340㎜×奥行：275㎜×
高さ：47㎜
【原材料】セン・カバ・黒檀・マホガニ・パドゥ
ークなど20種類
※1台ごとに使用樹種は異なります。
（樹種指定は
できません）
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Gift

from
Higashikawa

3

水
旭岳の雪解け天然水を
毎日の食卓に

ナチュラルミネラルウォーターが
全家庭で飲めるまち
旭岳に降り積もった雪が30～50年

の長い年月をかけて地面にしみこみ、
湧き出る地下水。この水が全家庭に
いきわたり、蛇口をひねればおいし
い天然水が流れだす。東川町に上水
道がないのは、こうして毎日、大自

然の恩恵にあずかっているからです。
そしてこの水が、東川米や日本酒、
カフェやレストランの料理などすべ
てのおいしさの源となっています。

大雪旭岳源水 2L×12本
商品番号

10001011

10,000 円以上

体の中から美しさを保つのに役立つミネラル
を豊富に含む硬度94の中硬水。カルシウム
とマグネシウムの割合は2：1となり、理想
的なバランスと言われています。口当たりの
良いまろやかさが特徴です。
【内容】2L×6本×2箱

中硬水でミネラルが豊富。マグネ

シウムとカルシウムのバランスが良

い。大雪水資源保全センターでは、

を通していつでも安心して飲むこと
ができます。

毎日飲むお水としてはもちろん、

この水をフィルターでろ過し、ペッ

東川米を炊いたり、料理に使ったり、

加熱処理をしないのは、もともと不

良いとのこと。お酒好きの方は、こ

トボトルに詰めて出荷しています。
純物が少なく、そのままのおいしさ
を届けたいという思いから。冬も夏

も水温は一定の7度を保ち、水量が
多く水質も安定しているため、１年

【6ヶ月定期便】

大雪旭岳源水 2L×12本
商品番号

19000101

40,000 円以上

毎日の生活に欠かせないお水。目覚めに飲む
一杯やお料理に使うお水など、生活の様々な
場面で一味違ったおいしさを感じていただけ
ます。2Lサイズが定期的に届く便利さを、
まずは6か月便でお試しください。
【内容】2L×12本（2箱）
【期間】全6回毎月配送

コーヒーを淹れる水としても相性が
の水で氷を作ってウィスキーの水割
りにするのも格別なのだとか。東川
の大自然を感じながら、お水を味わ
ってください。

【12ヶ月定期便】

大雪旭岳源水 2L×12本
商品番号

60,000 円以上

19000100

全家庭の蛇口から、このナチュラルミネラル
ウォーターが飲める東川町。12ヶ月の定期
便で、
「まいにちが天然水」の東川町の暮らし
を体感してみてください。
「おいしい」や「安
心」を毎日味わう贅沢な気分を味わえます。
【内容】2L×12本（2箱）
【期間】全12回毎月配送

栄養成分表示（100mlあたり）
硬度
カルシウム
マグネシウム
カリウム
pH値

【6ヶ月定期便】

大雪旭岳源水 500ml×48本
商品番号

21006009

20,000 円以上

毎日飲む飲料として必需品のお水を、定期便
でお届けします。6ヶ月連続で届くので、重
いペットボトルの水を買い足す必要がありま
せん。まずは6ヶ月便でお試しいただき、そ
の便利さを感じてください。
【内容】500ml×24本×2箱
【期間】全6回毎月配送

94（中硬水）
2.2mg
0.9mg
0.4mg
7.4

【12ヶ月定期便】

大雪旭岳源水 500ml×48本
商品番号

21012013

120,000 円以上

東川米を炊くときや料理をするときにも大雪
旭岳源水を使用すれば、体にもよく、おいし
い食事を毎日いただくことができます。東川
町においしいレストランやカフェが集まるの
は、このお水があるから。12ヶ月配送します。
【内容】500ml×24本×2箱
【期間】全12回毎月配送
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飲料
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お水がおいしい東川町では
お酒や飲み物が充実しています

from
Higashikawa

Gift

おいしい米と水で誕生した旨い日本酒と
水を活かした東川の飲みもの
明治10年創業、143年目を迎える

東川町が建設し、運営は三千櫻が行

たしずく」を使用した「東川羽衣」

2019年 に 東 川 町 に 移 転 し、2020年

JAひがしかわは、農協として酒米

透明感のある飲みやすいお酒と評判

みちざくら

います。この初めての試みにあたり、

岐阜県中津川市の「三 千櫻酒造」が

づくりに着手。酒米生産者5軒が心

11月に全国でも珍しい公設民営型

をこめて「彗星」
「きたしずく」の栽

酒造が誕生しました。公設民営型酒
造とは、まちと民間が協力してつく
川町が日本酒造りを熱望し、公募で

ル度数15％、精米歩合55％の純米

かしてつくられたお酒などの飲み物

「彗星」を使用した「東川ノ雪」と「き

脚で酒蔵を作り上げました。建物は

他にも、Kitoushiワインやクラフ

トビールHIGASHIKAWA ALEも近

吟醸と精米歩合45％の純米大吟醸。

名乗りを上げた三千櫻酒造と二人三

も上々です。

培を手がけることになりました。こ
うして出来上がったのが、アルコー

る酒蔵のこと。米と水がおいしい東

です。すっきり飲めてキレが良く、

年誕生しており、東川の天然水を活
は、売り切れになるほど東川の人気
商品となっています。

photo: Hiroki Inoue

ワインも

セイベルの畑からつくられる

「Kitoushi（キトウシ）
」

ビールも

東 川初のクラフトビール

「HIGASHIKAWA ALE（東 川エール）
」

平成25年からナカザワヴィ
ンヤードの中澤一行氏と10R
ワイナリーのブルース・ガッ
トラブ氏の栽培指導を受け栽
培し、収穫した葡萄（セイベ
ル）を10Rワイナリーで醸造。
口当たりは豊潤で、料理に合
わせやすいワインです。

コーヒーのおいしいまち

大雪山の天然水をふんだんに
使って醸造した東川町初のク
ラフトビール。町民5人が有
志で立ち上げたクラフトビー
ル カ ン パ ニ ー「ERBC（East
River Brewing Company）」
が製造。キレのあるホップの
苦みと駆け抜ける華やかな香
りが特徴です。

東川町はこだわりのコーヒーブランドもたくさんあります。コーヒ
ーを淹れるお水はもちろん、東川町の天然水。現地で旭岳を眺めな
がら飲むコーヒーは最高ですが、ドリップバッグでご自宅でも。

yoshinori coffee
生産者や環境が分か
るスペシャルティコ
ーヒーの豆を世界中
の 農 園 か ら 厳 選。
日々丁寧に焙煎して
届けています。
北海道上川郡東川町北町12-11-1
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三千櫻酒造

東川町伏流水仕込「オリジナル限定酒」
純米大吟醸2種飲み比べセット
商品番号

20001519

15,000 円以上

東川町のおいしいお水とお米を掛け合わせて生まれた日本酒。軽快でキレ
のいい「東川ノ雪」と、優しい甘みと爽やかな後味が楽しめる「東川羽衣」
の豪華2本セットでお届けします。風味の違いを楽しんでみてください。
【内容】
東川産酒米「彗星」(45%磨き) 使用「東川ノ雪」
：純米大吟醸500ml×１本
東川産酒米「きたしずく」(45%磨き) 使用「東川羽衣」
：純米大吟醸500ml×1本

季節限定

クラフトビール
「HIGASHIKAWA ALE（東川エール）」
20001090

10,000

円以上

東川町の美味しい湧水を使って醸造した初のクラフトビール。一般的なも
のよりもホップの量を少なくし、アルコール度数も5%以下に。独特な苦
味が苦手という方や、クラフトビール初心者にもお勧めです。
【内容】330ml×3本セット
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東川町伏流水仕込「オリジナル限定酒」
純米吟醸2種飲み比べセット
商品番号

20001081

10,000 円以上

東川初の地酒は、創業143年の歴史を持つ岐阜県「三千櫻酒造」が移転し、
公設民営の酒蔵がスタートしたことで生まれました。東川の豊かな自然と
熟練の酒造りの技で作り上げられた日本酒は、全国に誇る新たな逸品です。
【内容】
東川産酒米「彗星」(55%磨き) 使用「東川ノ雪」
： 純米吟醸500ml×1本
東川産酒米「きたしずく」(55%磨き) 使用「東川羽衣」
：純米吟醸500ml×1本

季節限定

ERBC

商品番号

三千櫻酒造

ひがしかわワイン

kitoushi
商品番号

20001510

10,000 円以上

町内産100%のぶどうを使ったワインは数量限定の希少品。キトウシ山の
麓で育った果実をじっくり熟成させることで、力強く深みのある味わいが
生まれます。少し寝かせてから飲むと、また違った美味しさが楽しめます。
【内容】750ml ×1本

数量限定

yoshinori coffee

スペシャルティコーヒーセット（豆）
商品番号

19000116

10,000 円以上

世界中の農園から東川へ集まったスペシャルティコーヒーの豆の美味しさ
を、最大限引き出すよう丁寧に焙煎。季節などに応じてお勧めのブレンド
２種類をお届けします。ほっと一息、休憩のおともにどうぞ。
【選択】豆、中挽き粉、細挽き粉からお好きなものをお選びください。
豆／中挽き粉（プレス・ペーパー用）
：商品番号［19000119］／細挽き粉（家庭用
エスプレッソ用）
：商品番号［19000122］

TAISETSU coffee

北海道フォトセット
〈12パック or 3パック×4箱〉
商品番号

20001009

10,000 円以上

北海道らしさを感じるパッケージのドリップコーヒー。大雪山の麓にある
お店で自家焙煎で仕上げられたコーヒーを手軽に楽しむことができます。
１杯のコーヒーから、雄大な自然や美しい空気を想像してみてください。
【選択】以下の2種類からお好きなものをお選びください。
ドリップコーヒー：10g×12パック／10g×3パック×4箱
※フォトパックのプリント内容を指定することは出来ません。

Wednesday café&bake

オリジナルブレンドコーヒー＆グラノーラセット
商品番号

10001021

10,000 円以上

朝食にぴったりのコーヒーとグラノーラのセット。コーヒー豆は旭岳の天
然水で水洗いした生豆を焙煎。メイプルシロップとはちみつで焼き上げた
優しい甘味のグラノーラと、負荷のあるコーヒーの相性は抜群です。
【内容】Wednesday Blend：100g×1個 Slow Blend：100g×1個
オリジナルグラノーラ×3種
【選択】以下の2種類からお好きなものをお選びください。豆／粉

大雪山伏流水育ち「輝赤」のトマトジュース
商品番号

10001015

15,000 円以上

農薬・化学肥料を使用せずに育てた「完熟もも太郎」100%のトマトジュー
ス。大雪山からの豊かな恵みを受け、木の上で完熟したトマトだけを使っ
たジュースは、トマト本来の味と東川の自然力がぎゅっと詰まっています。
【内容】720ml×３本
【原材料】有機トマト「もも太郎」
【保存】直射日光を避けて保管してください
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旭川家具を使った部屋での
滞在や地元の文化を楽しむ

宿 泊 ・体 験

Gift

東川の魅力がたっぷり味わえる
暮らしを体験するギフト
東川町で暮らしてみたら、どんな

ストラン、こだわりの商品を扱うシ

100店舗以上で使えるＨＵＣカード

なイメージをリアルに体験できるの

れた感性に刺激されることも。ハイ

5,000ポ イ ン ト を 付 与 し て お 渡 し。

生活が待っているんだろう？ そん
が、宿泊・体験の返礼品です。

車を走らせるとどこからでも見え

る、旭岳の雄大な姿。見渡す限り続
く広い田んぼに、さわやかな白樺の
森。運がいいと、キツネやエゾリス
などの動物にも会えます。自然豊か
な町の中に、おしゃれなカフェやレ

ョップなどが点在していて、洗練さ
キングやSUPなどのアクティビテ
ィはもちろん、東川町文化ギャラリ
ーでアートを鑑賞できるなど、さま
ざまな魅力が詰まっています。

東川暮らし体験館やCOMMONS

ひがしかわの宿泊を株主優待に選ぶ
と、旅のサポートとして、東川町内

COMMONSひがしかわ

東川暮らし体験館 2 号館

機 能 が つ い た「 Ｈ Ｕ Ｃ 株 主 証 」に

街中でお買い物ができたり、お得な
割引を受けられます。また体験型カ

タログギフト「ここのこと。」と合わ

せれば、観光だけでは味わえない、

ディープな魅力を感じられるはず。
ぜひ東川町の暮らしを、体験してみ
てください。

東川暮らし体験館 3 号館

ご利用の流れ
❶ 施設の詳細を確認
❷ 空き状況の確認、仮予約Web
サイトもしくは東川スタイル課
(☎️ 0166-73-4666)まで
❸ 商品の購入
❹ 入金を確認後、予約確定メー
ルが届きます

東川暮らし体験館
２号館・３号館（1泊2日）
商品番号

11000001

30,000 円以上

COMMONSひがしかわ
（1泊2日）
商品番号

20005002

50,000 円以上

全ての部屋に異なる業者の家具を展開し、部
屋それぞれ違った雰囲気を味わうことができ
ます。陶芸品や木工クラフトを展示する２号
館、デザイン性を重視した３号館。東川の文
化を肌で感じながら、お寛ぎください。

東川町の業者が制作した家具をふんだんに活
かした施設。匠の技に触れ、木の温もりに癒
される空間です。１棟貸しなので、ゆったり
広々と過ごせます。道の駅や飲食店も近く、
東川を散策したいという方にはお勧めです。

【住所】2号館：東川町西町3丁目8-13
3号館：北海道上川郡東川町西町3丁目9-18
【広さ】2号館：3 DK（最大6名）、3号館：2LDK（最
大４名）
【内容】1泊分宿泊／ HUC株主証5000pt（1pt=1円）
、
チェックイン時に付与

【住所】東川町東町1丁目7番14号
【広さ】2LDK（最大3名）
【内容】1泊分宿泊／ HUC株主証5000pt（1pt=1円）
、
チェックイン時に付与
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もっと知りたい、東川町の魅力
「ここのこと。」で体験しよう！
住民の約５割が移住者という東川

「ACTIVITY」
「GOURMET」
「EXPERI

らしや文化を肌で感じてもらいたい、

のカテゴリに分かれた体験を提供し

町。多くの人を惹きつける東川の暮

という思いで生まれたのが「ここの
こと。ひがしかわ」です。本カタロ

グギフトには自宅にモノが送られて
くるプランはありません。実際にま

ちを訪れ、体験し、参加し、出会う。
この土地で過ごす時間や思い出を提
供します。

この１冊には、地元の30以上の

事業者のみなさんと一緒に作った全

34プ ラ ン が ま と め ら れ て い ま す。

ACTIVITY

ENCE」
「SPECIAL CHOICE」の4つ

合同会社ココ企画

ます。雄大な自然の空気を胸いっぱ
いに吸い込んだり、たらふくおいし
いものを食べたり。はたまた繊細な
技術から生まれた目を奪われる作品
に出合い、体をめいっぱい動かす心
地よさを改めて経験することも。
「こ

このこと。
」を参考に東川を訪れ五
感で満喫すれば、ガイドブックだけ
では分からない、東川町の魅力が見
えてくるはずです。

使い方
❶ 購入する
❷ ギフトブックが届く。IDカードが同
梱されています。
❸ プランを予約する。希望日の7日前
（プランによっては14日前）までにお申
込みください。
❹ 東川町を楽しむ。IDカードをお店の
方にお渡しいただき、お楽しみください。

東川町の大自然を満喫する

冬の旭岳
フォトトレッキング

忠別湖SUP

日帰り入浴券&
オリジナル商品プレゼント

自然の神々しさと荒々しさが混在する旭岳。
毎分変化する景色をカメラマンと撮影します。

どこまでも広い忠別湖で水中散歩。旭岳を水
上から望める特別なひと時を過ごせます。

町民と旅人に愛される天人峡温泉。美肌効果
のお湯に包まれて、ゆったりとした休息を。

【利用可能人数】1人 【対象年齢】18歳～
【所要時間】約3時間 【実施時期】12月～4月

GOURMET

【利用可能人数】1人 【対象年齢】16歳～
【所要時間】2～3時間 【実施時期】7月～9月

美味しい幸せを東川で！

焼肉 居酒屋 大将
大将焼肉ペアセット

東川楽座 笹一
ペアお食事 特別膳

どこか懐かしさを感じる老舗焼肉屋。一見さ
んでもご安心を。大将自慢のお肉に舌鼓。

定食にラーメン、お蕎麦にお寿司などメニュ
ーが豊富。地元食材のご馳走が味わえます。

【内容】お肉（カルビ、サガリ、ホルモン他）、
お野菜、ライス
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【セット内容】日帰り入浴券、オリジナル
トラベルタンブラー、
「天人峡自宅湯」入浴剤

【内容】寿司、刺身、天ぷら、そば、サラダ、
小鉢、茶わん蒸し、デザート

ON THE TABLE
自然派ワインに合わせた
お食事ペア
ワインにこだわるお店が、お酒に合う料理を
提案。あなたのためのメニューをお楽しみに。
【内容】お食事7品

ココ企画

体験型カタログギフト
「ここのこと。」
商品番号

21001502

15,000 円以上

ありそうでなかった、町での体験を提供する
カタログギフト。自分で使うのはもちろん、
大切な人への贈り物にも最適。写真も美しい
冊子は、カタログギフトとして使い終わった
後も読み物として楽しめます。

ココ企画

体験型カタログギフト
「ここのこと。」×東川暮らし
体験館〈1泊2日〉
商品番号

21003020

30,000 円以上

体験版カタログギフトに宿泊がついた嬉しい
セット。東川暮らし体験館は、地元の職人が
作る家具を設置した癒しの空間。カタログギ
フトで町を散策し、東川らしい環境で寛ぐ。
まちの魅力を存分に体感できるプランです。
【内容】体験型カタログギフト「ここのこと。
」×1冊
【選択】下記いずれかの1泊分宿泊提供
・東川暮らし体験館２号館
・東川暮らし体験館３号館

EXPERIENCE

職人の手仕事を学ぶ

woodwork
お箸づくり・工房見学

北の住まい設計社
工場見学（お土産付き）

お箸を作る過程を体験し、名前のレーザー加
工も。職人の凄さを実感できる時間です。

実際の製造現場に立ち会える貴重な機会。家
具を見る目ががらりと変わるかもしれません。

【利用可能人数】1人 【所要時間】約2時間
【内容】お箸づくり、お茶タイム、工房見学

SPECIAL COICE

【利用可能人数】1人 【所要時間】約1時間
【内容】工場見学、コースター2枚ほか

洋服のお直しと
雑貨のお店
雑貨ギフトセットの素材選び
優しい雰囲気のお店で、店主さんと雑貨の素
材選び。布製品の温かさに癒されて。
【内容】マクラメ編みのキーホルダー OR木版プリ
ントのポーチ、ハンカチの色や柄選び

この土地で特別な時間を

季節折々 農園体験

ひがしかわワイン
ぶどう収穫体験

アームマシンで
ナイター打ち放題

広大な農場で旬の野菜や果物を収穫。土に触
れる暮らしを家族一緒に体験しませんか。

お土産に収穫したぶどう1㎏、ひがしかわワ
イン1本も。体験後のワインは格別です。

広くて綺麗なグラウンドで打ち放題。澄んだ
夜の空に、渾身の一発を打ち上げてください。

【利用可能人数】～8人 【所要時間】約2時間
【実施時期】6月下旬～10月中旬

【利用可能人数】～10人 【対象年齢】20歳～
【所要時間】約3時間 【実施時期】10月

【利用可能人数】何人でも 【対象年齢】6歳～
【所要時間】約1時間 【実施時期】4月～10月
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地元の人たちが通うお店の
とっておきの食べ物

食品

Gift

東川のカフェタイムや食卓を
自宅でゆっくり味わう
く召し上がっていただけます。

こうじ店のみそ食べ比べセット、養

り。おいしいパンや洋菓子、カラフ

を使ったもの、東川自慢の米と水を

ボレーションした東川米とあわせる

目移りする魅力的なおやつがいっぱ

でなく、アイディアにあふれ、安心

どの店に行こうか、たくさんあっ

北海道産の材料や健康によい素材

て迷うのが楽しい、東川のカフェ巡
ルで楽しいドーナツにケーキなど、

使ったものなど、ただおいしいだけ
して食べられる商品ばかり。見た目

い。コーヒーと一緒にいただく時間
は至福のひとときです。

店の中で召し上がっていただくのが

に合わせていろんな食品をご用意。
グルメな東川の人たちが、日ごろ

食べているものを、自宅で味わって

また、町内にある製麺所のラーメ

イクや食卓で東川のことを話しなが

ンセットや老舗のお味噌屋さん平田

いちばんですが、ご自宅でもおいし

贅沢うなぎグルメギフトなど、時期

の華やかさや美しさにもこだわりが
あります。

大自然の中にある雰囲気のいいお

鰻業が盛んな鹿児島県大崎町とコラ

みませんか。いつものコーヒーブレ
ら、お楽しみください。

東川カフェの洋菓子をご自宅で

Wednesday cafe&bake

&DONUT

liko to go.

古い倉庫をリノベーションした内装も素敵な
カフェ。大雪山の天然水で淹れたオリジナル
ブレンドのコーヒーと米粉のカヌレが人気。
北海道上川郡東川町東8号北1

体に良い素材で作られているだけでなく、ひ
とつひとつがカラフルで気分が上がるドーナ
ツ屋さん。コーヒーなどの飲み物と一緒に。
北海道上川郡東川町西町6丁目20-8

ボリューム満点のハンバーガーが人気のお店
ですが、贈り物にも喜ばれるケーキやチョコ
プレートなどの洋菓子も取り扱っています。
北海道上川郡東川町東町1丁目1-1

東川のグルメをチェック！
動画

Haru Kitchen
窓からの景色を楽しみながらゆっ
くりお茶や食事を楽しめるお店。
北海道上川郡東川町東11号南4

現地

旬彩 ちば食堂
小鉢が並ぶ体に優しい和食メニュ
ー。お店の雰囲気も楽しめます。
北海道上川郡東川町南町1-6-2

道の駅ひがしかわ「道草館」
地元の特産品を見つけるならまず
ここへ。観光情報も得られます。
北海道上川郡東川町東町1丁目1-15

東川在住の写真家4人が50店舗の食に関するお店を撮りおろした写真と、町
内在住のミュージシャンの音楽を組み合わせて作られた動画「東川FOCUS
on gourmet」がYouTubeで公開中。臨場感あふれる動画を見て、行きたい
お店をチェック！ また、
「道草館」では東川のグルメマップも手に入ります。
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Wednesday cafe&bake

米粉のカヌレ 9個セット
商品番号

20001096

10,000 円以上

東川米の「米粉」を使ったカヌレのセット。米粉を使うことで外側はより
香ばしく、中はより滑らかな仕上がりに。主要な素材は全て東川町のもの
というこだわりから生まれた、新しいカヌレを味わってみてください。
【内容】カヌレ（東川町産米粉仕様）9個入
【発送】入金後約１週間で発送（冷凍）
【保存】冷凍・解凍後は翌日までにお召し上がりください。お召し上がりの際は、
トースターやオーブンでのリベイク（焼き直し）が必要となります。

liko to go.

有機ブランデケイク
商品番号

10001035

10,000 円以上

小麦粉は北海道産有機のきたほなみを使用。卵やバターをふんだんに使用
して焼き上げ、高級ブランデーに漬け込んだしっとり大人なお菓子。コー
ヒーはもちろん、ワインなどお酒との相性も抜群です。ご褒美に。
【内容】有機ブランデケイク×1本（530g）
【発送】入金確認後、随時発送
【保存】冷蔵保存（10℃以下）
【消費期限】45日（商品裏面に記載）
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&DONUT(アンドドーナツ)

ドーナツ 12個セット
商品番号

20001095

10,000 円以上

全粒粉や豆腐をベースに美味しさを追求したドーナツ。地元産の卵、三温
糖など新鮮な素材を使用し、トランス脂肪酸フリーの油で揚げています。
やさしい甘さで体にも優しい、毎日のおやつにぴったりのセットです。
【内容】ドーナツ12個 全粒粉（グラハム）９種類、豆乳バナナ３種類
【発送】入金後1週間程度で順次発送（チルド配送）

北海道「旭川ラーメン物語」12食入り
（天然水仕込み）
商品番号

10001012

10,000 円以上

全国的に有名な旭川ラーメンのセットをお届け。製麺で重要になる水は、
東川のミネラル豊富な雪解け水を使用。天然水を吸収することで、コシの
ある麺に仕上がりました。本場の味わいをぜひご家庭でも。
【内容】生麺：12食 醤油味（2食入り×2袋）
、塩味（2食入り×1袋）、味噌味（2
食入り×2袋）
、激辛みそ味（2食入り×1袋）
【具材】バターコーン 2袋、味付けメンマ 3袋

平田こうじ店

みそ食べ比べセット（塩麹、たまり汁つき！）
商品番号

10001006

10,000 円以上

東川町の水と北海道産大豆を使用した味噌。遠方からのお客さんも多い人
気の秘密は、１年以上熟成させ、大豆本来の味を引き出すこだわりの製法
です。美味しさの違う味噌が、献立のレパートリーを広げてくれます。
【 内 容 】天 日 塩 み そ：800g、 こ し み そ：800g、 玄 米 み そ：800g、 た ま り 汁：
200ml、塩麹：250g
【保存】要冷蔵

東川米×大崎鰻

東川米とあわせる贅沢うなぎグルメギフト
商品番号

20002501

25,000 円以上

東川米３種と、うなぎグルメのセット。同梱の天然水でお米を炊けば、地
元民が親しむ味のできあがり。うなぎの蒲焼に、混ぜご飯。お米がすすむ
こと間違いなしです。贅沢な組み合わせにお腹も心も満たされます。
【内容】東川米「ゆめぴりか」
・
「ななつぼし」
・
「きたくりん」
：各420g×1袋（無洗米）
／大雪旭岳源水：500ml×3本 ※無洗米1袋を旭岳源水1本で炊くことができま
す。／東川ドライベジ（軟白みつば）
：1袋／山椒：0.2g×12袋／大崎鰻の蒲焼（常
温）：55g×2袋入×3個 計330g ／大崎鰻まぜご飯の素：55g×2袋入×3個 計
330g

ジャム&カフェ Tam Jam

白樺の箱入り北海道産ジャム４個セット
商品番号

21001102

11,000 円以上

東川町や近隣の市町村、道産食材を活かし、てん菜糖と国産レモン果汁の
みを使用。果物本来のおいしさを味わえる無添加ジャムです。東川町にあ
るお店の雰囲気を伝えるために、白樺をイメージした箱でお届けします。
【内容】トマトジャム（120g）、りんごジャム（120g）、プルーンジャム（120g）
、
ルバーブジャム（120g）
【発送】入金確認後、順次発送（2週間前後）。※夏期はクール便にて発送
【消費期限】6ヶ月～１年 ※各種瓶に記載
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Gift

from
Higashikawa

7

書 籍 ・雑 貨

東川在住の写真家による写真集や
東川ブランドの商品です

東川ならではの文化とブランド
深く町を知り、感じるアイテム
「写真映えのする町」を1985年「写

映像も株主優待に。1959年に上川

その宣言通りに今も美しい自然景観

や団体、住民などが集い、霊峰大雪

真の町宣言」の中で謳った東川町は、
を保っています。その景観や住み心
地の良さに惹かれ、移住して作品制
作の拠点とする写真家も。写真家が
切りとり表現する世界の美しさは私

アイヌの方々や大雪山観光関係機関
山の神に安泰と感謝の誠を捧げる

「ヌプリコロカムイノミ(山の祭り)」
が執り行われ、以来今日まで、主峰

旭岳に向かい「花矢」を力強く放ち

たちが目で見る世界とはまた別のも

「山の安全」を祈り、山の神にはア

ひとり、安永ケンタウロスさんの写

られてきています。この素晴らしい

の。東川町に移住してきた写真家の
真集『iro』は、四季折々の特別な瞬
間にはっとさせられ、改めてまちの
魅力に気づかせてくれる1冊です。

そして、北海道の歴史を語る上で

重要なアイヌ文化を学べる写真集と

イヌの人々によって歌や踊りが捧げ

アイヌの無形文化を「写真と映像」
に残す取り組みとして、作品が生ま
れました。ほかにも東川町ならでは
のブランドや商品など、文化を感じ

られる株主優待がたくさんあります。

安永ケンタウロス
株式会社アマナを経て独立。上質な質感と静謐な世界観が持ち味。広告
をメインに雑誌や書籍の撮影も手掛ける。国内外の広告賞を多数受賞。
撮影の仕事で東川町に訪れたことをきっかけに移住。現在、東川町と東
京で、写真家として二拠点活動をして5年。新たな表現の可能性を感じ、
8×10ポジフィルム作品を制作している。
写真集『iro』より

東川町のショップとブランド
東川には、作り手の想いがこもったセンスのよい商品が並ぶセレクトショップがいく
つもあります。旭岳のふもとで自然と共に暮らす東川だからこそ生まれたオリジナル
ブランドも。土地の魅力が感じられるアイテムを手に入れて日々の生活をより豊かに。

ソックス専門店 YAMAtune 大雪山店
アスリートやガイドなどアウトドアを生活の一
部としている人たちからフィードバックをもら
い、日常でも使える製品づくりをしています。
北海道上川郡東川町南町2丁目2-5

セレクトショップ Less Higashikawa
「住」をテーマに、家具、雑貨などのインテリ
アほか生活に関わるものを独自の目線でセレク
ト。永く手元に置いておきたい商品ばかり。
北海道上川郡東川町南町1-1-6
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東川町写真集『iro』
photo by 安永ケンタウロス
商品番号

20002007

20,000 円以上

「色」をテーマに東川町の景色を切りとった、写真家・安永ケンタウロス
さんの写真集。自身も町内に暮らし、移ろう季節の中で心に滲んできた色
を捉えています。ページを捲れば、東川の美しい景色はもうすぐそこに。
【内容】東川町写真集「iro」photo by 安永ケンタウロス×1冊（40ページ、30㎝ス
クエア、ハードカバー、半光沢用紙）
【発送】受注次第作成のため、1か月程度

東川ラバーブーツブランド（企画：Less Higashikawa）

Daiichi Rubber「RAKA」
商品番号

19000650

70,000 円以上

北海道開拓の歴史とともに歩んだ技術を受け継ぎ、現代版にデザインをア
ップデートした長靴。雨の日や畑仕事、北国では冬場の除雪など様々なシ
ーンで活躍します。美しく、且つ快適でタフに履ける頼もしい１足。
【内容】1足
【カラー】BLACK・BROWN・BLUEGREEN
【サイズ】23～28cm
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「写真の町」東川町が贈る
「ヌプリコロカムイノミ」
「北の残照」2冊セット
商品番号

21017000

17,000 円以上

東川町の無形文化財に指定されている山の祭りを中心に、アイヌ文化を収
めた写真集と映像。そして旭岳を舞台に、運命の出会いを描いた物語。東
川が守り、伝えていきたい文化の一端を知ることができるセットです。
【内容】写真集×映像「ヌプリコロカムイノミ」×1冊／小説×写真集×映像「北
の残照」×1冊
【発送】入金確認後、随時発送

YAMAtune

「大地を感じるくつした（男性用）」
商品番号

10001503

15,000 円以上

東川で暮らす住民の声から生まれた靴下。シルクやコットンなど天然素材
にこだわった優しい肌触りは履き心地抜群。５本指ソックスは、その名の
通り、足指のグリップ効果で足裏全体で大地を感じることができます。
【内容】各種類1足ずつ（合計6足セット／シルクリブ編みソックス、シルク5本指
ソックス、コットンブークレショートソックス、コットンブークレリブ編みソック
ス、コットンブークレ５本指ソックス、コットンブークレ５本指ショートソック
ス）
【サイズ】25～27㎝

YAMAtune

「大地を感じるくつした（女性用）」
商品番号

10001504

15,000 円以上

厳しい冬を越す地元民の意見を反映していることから、その信頼性の高さ
は折り紙つき。暖かいのはもちろん、色合いも綺麗で暗くなりがちな足元
も、ぱっと明るくなります。冷え性に悩んでいる方にもお勧めです。
【内容】各種類1足ずつ（合計6足セット／シルクリブ編みソックス、シルク5本指
ソックス、レーヨンシルク5本指ソックス、コットンブークレショートソックス
ボーダー柄、コットンブークレリブ編みソックス、コットンブークレ5本指ソック
ス
【サイズ】23～25㎝

YAMAtune

「大雪山の四季」ソックス＆ポストカード
商品番号

10001019

10,000 円以上

大雪山の四季を描いたソックス。クッション性やフィット感などにこだわ
ったソックスは、普段履きからハイキングまで幅広く活躍します。季節ご
とに異なるデザインから、お気に入りの１足を選んでください。
【内容】1シーズンセット（ソックス1枚＋ポストカード1枚）
【選択】お好きなものをお選びください
シーズン：春 グリーン、夏 オリーブ、秋 エンジ、冬 ミディアムグレー
【サイズ】Sサイズ（23～25㎝）、Mサイズ（25～27㎝）

理創夢工房

「白樺シリーズ コーヒー Ｃ-Ｓ」
商品番号

10001027

10,000 円以上

純白の半磁器粘土にオリジナルの半黒磁器粘土を練り込み、焼き上げてで
きる綺麗なマーブル模様。手作りだからこそできる技です。電子レンジや
食洗機にも対応しており、日常で気軽にお使いいただけます。
【内容】コーヒーカップ＆ソーサー：１セット
【サイズ】Ｗ140mm×D140mm×H110mm
（ソーサーセット時）
【素材】陶磁器
【カラー】ホワイト、ピンク、ブルー
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from
Higashikawa

Gift
8

限定

旬やイベントに合わせた
季節ならではのギフト

季節×東川の特別な組み合わせ
1年で何回も選びたいなら
東川の旬や特別感を味わいたいな

養を受け取った有機物を使用し、堆

ボードを始めたまちでもあります。

は野菜。東川町はお米が有名ですが、

れた野菜は栄養たっぷり。また大雪

特別な経験ができるスノーボードの

ら、期間限定商品があります。まず
野菜の生産も行っています。農場か
ら出た不要なもみ殻や処分する野菜
の葉っぱと、大雪山の伏流水から栄

肥とミネラル肥料の良質な土で作ら
山のふもとの東川はウィンタースポ
ーツも盛んで、ソチオリンピックの
銀メダリスト竹内智香選手がスノー

竹内智香×東川町「スノーボードキッズ育成プロジェクト」

19000605

に合わせて毎年変わる商品もあるの
で、ぜひチェックを。

&tomoka トレーニングチケット（3,000円分）
商品番号

10,000 円以上

竹内智香選手が育った旭岳温泉の旅館「湯元湯駒荘」
。大雪山国立公園内
にある、５つの源泉と大自然を堪能できる宿です。木のぬくもりが感じら
れる空間でゆっくり過ごせます。宿をお得に利用できる割引券です。
【内容】
「湯元 湧駒荘」宿泊割引券（3,000円分）
【期限】発券から１年以内
【発送】順次発送

トレーニングチケットも。イベント

竹内智香×東川町「スノーボードキッズ育成プロジェクト」

旭岳温泉「湯元 湧駒荘」
宿泊利用割引券（3,000円分）
商品番号

竹内選手から直接指導を受けられる、

20001015

10,000 円以上

&tomokaは、竹内智香選手がアスリートが集まって切磋琢磨できる環境
を作りたいという思いと、様々な場所の架け橋になりたいという思いで創
設したコミュニティ。会員が練習会やイベント等で使えるチケットです。
【内容】トレーニングチケット3,000円（1,000円×3枚）
【時期】申込み後2週間程度

※「限定」の商品については、各ふるさと納税サイトで最新情報をご確認ください。
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Special
Gift
for
Kabunushi

ふるさと納税をすればひがしかわの“ 株主”に！

株主だけの特別なメリット

優待利用を受けられる
株主証の贈呈

東川町特別町民に認定
「ひがしかわ株主制度」で
は寄附を「投資」、寄附者
を「株主」、返礼品を「株主
優待」と呼んでおり、株主
のみなさまを共にまちづく
りをする人と位置付け「東
川町特別町民」と認定。認
定証と株主証をお送りして
います。

指定施設にお得に宿泊

町内に100店舗以上ある株
主制度加盟店で利用できる、
ICカ ー ド 機 能 が 付 い た
「HUC（フック）株主証」。地
域通貨的な
役割を持ち、
加盟店では1ポイント1円としてお買
い物も可能です（ポイントの有効期限
は最大2年間）。

1 万円以上の
投 資で２泊無料

通常料金の
半 額で宿泊

株主になると、無料で2泊宿泊できる「ふ
るさと交流センター」や通常の半額で泊ま
れるキトウシ森林公園のケビン（貸別荘）
などの優待があり、現地に行って「暮らす
ように過ごす」体験ができます。
ふるさと交流センター

ケビン（貸し別荘）
※半額適用外期間があります。
詳しくはお問い合わせください。
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株主は特別町民に！ 優待が受けられるほか
ふるさと納税による税金の控除も
東川町を応援しようとする方々が

はソフトクリームきらりが50円引

り身近に感じられる企画も実施しな

て株主となり、まちづくりに参加で

店での優待利用が受けられる「株主

「人」ありきの制度として運用して

ます（ポイントは有効期限あり）
。

自然環境のもとでみなさまからの投

町への投資（ふるさと納税）によっ
きる制度として運用されているのが

「ひがしかわ株主制度」です。前述
した「東川町特別町民」に認定され
ることで、たとえば旭岳ロープウェ

イの往復料金が200円割引（片道・
シーズン時期のスキー運賃は対象

外）、道の駅ひがしかわ「道草館」で

きになるなど、指定された施設やお

がら、継続的にまちに関わりあう

証」を無期限で利用することができ

います。実際にどういった暮らしや

さらに、制度運用状況を報告するだ

資が反映され、まちと子どもたちが

けでなく、東川の“いま”を知って

育まれているのかを確かめていただ

いただくための「株主総会」も開催。

くことができる仕組みです。

地元食材を使った食事会や体験プロ
グラム、町内ツアーなど東川町をよ

ふるさと納税のメリット
返礼品がもらえる!

ふるさと納税の魅力としてよく知られているのが、寄
附した自治体からの返礼品
（東川町では株主優待）
です。
産業振興につながるまちへの応援の意味をこめながら、
選ぶのも楽しみのひとつ。特産品や地域の文化を伝え
るために趣向を凝らしたさまざまな返礼品が用意され
ています。東川町の返礼品（株主優待）は、本冊子の

投資
※税金控除により実質
2,000円の負担のみ

「Gift from Higashikawa」ページからお好きなものを

返礼品

地方自治体

お選びください。また、返礼品をもらわないという選
択もできます。その場合は全額、まちのプロジェクト
の投資費用として使用されます。

税金が控除される!
投資したあとに、確定申告や
ワンストップ特例制度の手続
き を す る こ と で、 自 己 負 担
2,000円を除いた金額が税金
から控除されるのが魅力のふ
るさと納税。控除上限額は、
年収や家族構成、お住いの地
域などによってそれぞれ異な
ります。寄附の上限目安を算
出できるふるさと納税の関連
サイトもあるので、ご自身の
控除上限額を把握して上手に
活用しましょう。控除分は所
得税や個人住民税から控除さ
れます。控除には右図のよう
な段取りがあるため、各種手
続きをお忘れなく！

確定申告

ワンストップ特 例制度
※確定申告が不要な給与所得者などが適応

❶
❷
❸
❹

❶

地方自治体

税務署

❺

地方自治体

OR

❷
❸

❻
住所地市町村区
住所地市町村区

❶ ふるさと納税をする
❷ 納税をした地方自治体から受領書をもらう
❸ 税務署に確定申告を行う
❹ ふるさと納税を行った年分の所得税から
  控除
❺ 住所地の市町村区に申告情報共有
❻ ふるさと納税を行った翌年分の住民税か
  ら控除

❶ ふるさと納税をして、ワンストップ特例
  申請の提出をする
❷ ふるさと納税をした地方自治体から税金
  に必要な情報を住所地市町村区に連絡
❸ ふるさと納税を行った翌年分の住民税か
  ら控除
※確定申告が不要な給与所得者が対象。５団
体以内のふるさと納税の場合で、確定申告
を行わない場合に適用される。
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おいしいお米に大自然
東川町の四季を味わおう

Spring

Summer

5月にようやくやって来る桜の季節。日照時間も徐々に増え、残雪か
ら芽吹く草花が顔を出し始めると、待ち遠しかった春を実感します。

名物の花火大会や国際写真フェスティバルなど大盛り上がりの夏。
町内の至るところに夏野菜が実り、花々が咲き乱れます。

天望閣からの
眺めが最高!

水鏡になる水田

東 川町国際写真フェスティバル

田植えの始まりを象徴するのが、水が張られて一
面が鏡のようになったこの景色。見る場所や時間
によって表情を変える美しい風景に、思わずシャ
ッターを切る町民も少なくありません。

4

5

屋外展示が名物の本フェスティバルは町中に写真
が溢れ、写真好きが集まる夏の一大イベント。
1985年に制定された「東川賞」の作品展をはじめ、
様々なワークショップなどが行われます。

6

7

8

9

おいしいコーヒーがいつでも飲める

ようやく雪解け！カフェ巡りを楽しもう

春・夏のアクティビティが盛んに

ケビンでの宿泊やバーベキューも

山からのおいしい天然水を求めて年々飲食店が増
えたことで、カフェ巡りも人気の東川。コーヒー
は豆を自家焙煎するお店が多数あり、パッケージ
が素敵な返礼品も用意されています。

東川町の春や夏の過ごしやすさは格別。忠別湖で
SUPを楽しんだり、森の中を散策したり。返礼
品のカタログギフト「ここのこと。ひがしかわ」
で見つけて体験してください。

宿泊の拠点として便利なキトウシ森林公園家族旅
行村。豊かな自然が広がっており、野鳥や動物た
ちと出合えるスポットとしても知られています。
ケビンは株主なら半額で宿泊可能。

（詳細はP38へ）
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※適用外期間あり

春や夏の気持ちいいドライブ、日本一早い紅葉、

スケールの大きい雪山でのアクティビティなど、1 年中楽しめる東川。
株主の特典を活かして現地に滞在したり、旬の株主優待を頼んだり。
東川町の四季を満喫してください。

Autumn

Winter

輝く稲穂と日本一早い紅葉で知られる大雪山が秋を告げます。紅葉
スポットは毎年道外からも多くの人が訪れ、賑わいをみせます。

極寒の時期になると町中でもダイヤモンドダストが見られるほど厳
しい冬。その分銀世界の美しさを身近に感じる、特別な季節です。

天 人峡の
羽衣の滝
見ごたえある柱状節
理の岩壁が広がる天
人峡。道内最大の落
差270m、7段にわた
って優雅に流れ落ち
る羽衣の滝は、赤や
黄色に紅葉した木々
との景色が一度に楽
しめる秋が特におす
すめです。

10

11

旭岳温 泉

ひがしかわ氷まつり

大雪山国立公園内にあり、かつてはアイヌ語で「湯
に向かっていく川」という意味を持つ「勇駒別（ゆこ
まんべつ）」と呼ばれていました。日帰り入浴でき
る施設もあり、登山やスキーのあとにも楽しめます。

12

1

コンクール作品として作られる氷の彫刻や一般参
加の氷雪像が並び、子どもたちに大人気のすべり
台、プレーパーク、前夜祭に打ちあがる花火など
冬遊びを満喫できる氷と雪の祭典です。

2

3

エゾモモンガに出合えるかも!

新米の季節が到来

しぼりたて！ 新 酒が登場

雪のアクティビティが楽しめる

黄金の稲穂が実るとぐっと秋が深まる東川。清ら
かな水と、独自の厳しい栽培基準・品質管理によ
って育てられたブランド米「東川米」は、返礼品
でもトップの人気を誇る特産物です。

東川産の「彗星」と「きたしずく」を使った、純米
吟醸・純米大吟醸それぞれの新酒飲み比べセット
は予約必須。2020年に東川へ移転した創業143
年の三千櫻酒造が生み出す地酒です。

旭岳トレッキング、スノボ、スキーなど冬遊びも
もちろん盛ん。
「ここのこと。ひがしかわ」には、
地域資源を生かした冬でも体験できるコンテンツ
がずらり。ガイドと巡れるから安心です。
（詳細はP38へ）
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私たち

東川の株主です！
住む場所もさまざま、東川町と出会ったきっかけもさまざまな
ひがしかわの「株主」たちに、魅力を語ってもらいました！

東川米

Q 東川町のお勧めスポットは？

羽衣の滝は樹木の香り、空気の良
さが最高です。また大雪旭岳源水
公園で汲む水が一番美味しい。高
台から見る水田の風景も癒し。
Q 株主優待は何を選びましたか？

小山忠仁さん
（埼玉県在住）

COMMONSひがしかわ

Q「株主」になってよかったこと

Q「株主」になってよかったこと

毎日、よかったと思っております
（笑）。私にとって、東川町は、ほ
っと出来る癒しの存在となってお
ります。

yoshinori coffee

Q 東川町の魅力は？

Q お勧めのスポットは？

Q 株主優待は何を選びましたか？

COMMONSひがしかわ、暮らし
体験館３号館です。初めて宿泊し
たときに、ファンになりました！

Q 東川町の魅力は？

自然、食、人、全てが濃くて魅力
的。常に新しい取り組みを行い、
現状に満足していない姿勢が、ま
ちをどんどん面白くしているよう
に感じます。
Q 株主優待は何を選びましたか？

安立沙耶佳さん
（東京都在住）
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特別市民になれたことで、東川町
の一員になった気分に浸れる。ふ
るさと交流センターに無料で宿泊
できるのも嬉しい。

Q 東川町の魅力は？

たくさんありますが一番は東川の
方たちです。わがまちをよくする
ために考え続けて実行している
方々がたくさんいらっしゃいます。

旭川空港から近く訪れやすいこと。
豊かな自然や魅力的なお店が多く、
讃岐うどん千幸、奥泉、居酒屋り
しりなどがお勧めです。

行方一憲さん
（福岡県在住）

三千櫻酒造の日本酒

三千櫻酒造の日本酒です。できた
ばかりの蔵で、どんなお酒か知り
たかった。別の銘柄が出たら、ま
た頼んでみたいです。
Q「株主」になってよかったこと

「株主証」でHUCポイントが使え
るので、様々な店に行けることで
す。

Q 東川町のお勧めのスポットは？

キトウシ森林公園は、キャンプや
パークゴルフができ、ゴーカート
は、林間コースで距離が長いので、
大人も子供も楽しめます。

矢野喜一さん
（東京都在住）

東川米「ななつぼし」

Q 株主優待は何を選びましたか？

我が家では年中、東川米をいただ
い て い ま す。 以 前 はYoshinori
Coffeeさんのコーヒーセットも。

東川米「ななつぼし」。ツヤや粘
りのバランスがよく、どんな料理
にも合います。徹底した品質管理
で、毎年ハズレがありません。

Q「株主」になってよかったこと

Q「株主」になってよかったこと

HUCポイント付き「株主証」をい
ただけたこと。東川を応援する一
員になれたようで嬉しい。東川で
ポイントを貯めています！

「ここのこと。」

Q 株主優待は何を選びましたか？

「ここのこと。」です。東川町のこ
とをもっと知りたいと思っていた
ので、これだ！と思った。

Q 株主優待は何を選びましたか？
（沖縄県在住）

旭岳の雪解け水で育ったおいしい
お米や野菜。移住者や観光客を受
け入れてくれる懐の大きさ。懐か
しい気持ちになれる心の故郷。

お米や農作物が多かったのですが、
今後は継続することでポイントを
貯め、選択肢を増やしたいです。

東川町文化ギャラリーがお勧めで
す。映画「写真甲子園 0.5秒の夏」
を見たあとに訪れると、サプライ
ズがありますよ！

岡本洋人さん

Q 東川町の魅力は？

株主総会への参加のために訪れま
した。東川町在住でなくても、各
種イベントに参加することで、東
川町を応援している気分です。

髙橋利典さん
（埼玉県在住）

東川町の「株主」になるには？

ふるさと納税 ひがしかわ「株主制度」お申込み方法
❶ Webサイトからお申込みの場合
ひがしかわ「株主制度」ふるさと納税特設サイトのほか、

各ふるさと納税のポータルサイトからお申込みいただけます。

東川町特設サイト

楽天ふるさと納税

ふるさとチョイス

ふるなび

さとふる

ANAのふるさと納税

JALふるさと納税

auPAYふるさと納税

モンベルふるさと納税

❷ FAX・郵送で申し込む場合

申込方法：
① お好きなWebサイトにアクセス
② 株主優待（返礼品）を選びましょう
③ 投資するプロジェクトを選びましょう
④ お金をお支払いください
クレジットカード／銀行振込／郵便振替
など各Webサイトの案内に沿ってお支払
いください
⑤ 税金控除のお手続きのご案内（お手紙）と
商品が届くのをお待ちください
【注意事項】
優待の中には、品切れ等により、受付を中断している場合
があります。配送時期につきましては、お申込み日ではな
く、ご入金日での決定となりますので、クレジット決済・
郵便振替・銀行振込の方はご注意くださいませ。記載の配
送時期は目安であり、お申し込み状況により配送時期がず
れることがございますのでご了承くださいませ。本カタロ
グに配送時期の表記がないもの、選択カラーやサイズなど
の詳細につきましては、各ポータルサイトにてご確認くだ
さい。また各サイトに掲載している株主優待の種類や表記
が異なる場合があり、株主優待は予告なく変更される場合
があります。ご了承くださいませ。

お問い合わせ先 ：

次ページ（本ページ裏面）の申し込み用紙をコピーし、

写真文化首都「写真の町」
東川町 東川スタイル課

郵送をご希望の方は、P57の封筒をご使用いただければ、

〒071-1426

右記お問い合わせ先のFAX番号までお送りください。
切手代がかからずにご郵送いただくことが可能です。

❸ 窓口で申し込む場合
右記問い合わせ住所までお越しいただき、

北海道上川郡東川町北町1丁目1番2
東川町 複合交流施設せんとぴゅあⅡ内
Tel：0166-73-4666
Fax：0166-82-2333
Mail：kabu@town.higashikawa.lg.jp

担当職員にお声掛けください。
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「写真の町」ひがしかわ株主制度 投資（寄附）申込書
「写真の町」ひがしかわ株主事業に対して申し込みます。

東川町長 宛

令和

年

月

お問い合わせ先 ： 東川町

東川スタイル課

Tel：0166-73-4666／Fax：0166-82-2333
〒071-1426 北海道上川郡東川町北町1丁目1番2

日

ふりがな

生年月日

明治 ・ 大正 ・ 昭和 ・ 平成 ・ 令和

氏名

法人の場合は
法人名と代表者

年
〒

住所
連絡先

都

道

府

県

TEL

FAX

E-mail

月

日

東川町からのDM

□ 希望する □ 希望しない

＠

※登録される個人情報は株主制度及び町の情報発信に利用させていただきます。

株主優待（返礼品）を希望しますか？
商品番号

□ 希望する □ 希望しない
商品名

数量

振込方法を選択してください
□ ゆうちょ銀行

専用振込用紙をお送りします。
（手数料無料）

□ 銀行振込

東川町農業協同組合 本所（普通）
口座番号：0013006 口座名：東川町株主事業
※上記寄附者情報に記載のお名前で振込みをお願いし
ます。お申込日から1か月以内にご入金ください。
（振込手数料はご負担いただきます）

□ 窓口支払

役場担当窓口でお支払い願います。

事業の種類

投資枚数

投資金額

① 写真文化首都「写真の町」推進事業

株×1,000円

円

② 日本福祉人材育成事業

株×1,000円

円

③ 竹内智香選手と協働！スノーボードキッズ育成事業

株×1,000円

円

④ 水と環境を守る森づくり事業

株×1,000円

円

⑤ 日本初デザインミュージアム建設事業

株×1,000円

円

⑥ 滞在型交流施設整備事業

株×1,000円

円

⑦ ひがしかわワイン事業

株×1,000円

円

⑧ 農業を守り育てる事業

株×1,000円

円

⑨ 文化財活用推進事業

株×1,000円

円

⑩ 映画「カムイのなげき（仮）」制作事業

株×1,000円

円

⑪

株×1,000円

円

⑫

株×1,000円

円

投資（寄附）金額合計

円

株主優待（返礼品）配送先
住所
ふりがな

氏名

〒

※配送先が寄附者の住所と異なる場合に ご記入ください。
都

道

府

県

連絡先

TEL

（受
取
北海 人）
複合 道上川
交流 郡東
施設 川町
北
せん
写真
とぴ 町１丁
文
目１
ゅあ
北海 化首
番２
Ⅱ
道東 都「
号

359

のりしろ

当課
）
（差
出
住所 人）

利用
くだ
さ
いま
せ。

川町 写真の
東川 町」
ス
（ふ
るさ タイ
ル
と納
税担 課 行

氏名

③山
折り

のりしろ

②山
折り

差出
2 0 2 有 効期
31 3 年 1 限
（切 日まで 2 月
手 不 有効
要）

8 7
9 0
0 7
8
料金
受取
人払
郵便
旭川
東局
承認

のりしろ

④山
折り

のり
しろ

左ペ
ージ
表
の
面
を切 申込
り取 用紙
り
【封
、お をこの
封筒
筒の
手
持
１.
作
ちの に入
① ② り方
封筒 れて
】
２
ご
.
に
灰色 ③ ④ の
貼り 郵送
３.
いた
のの
順
付
け
中
だ
て
に申 りしろ に山折
４.
もご けれ
り線
し込
部
ば
水
利
分
、
色
を
み
用
を
５.
の
いた 切手
完成 のりし 用紙を のりづ 折りま
代
だ
す
が
け
で
ま
す。 ろをの 入れて けしま 。
す。 かかり
く
す
ポ
り
ま
ス
せ
トに づけし ださい 。
ん。
。
投
ご
函し ます。
てく
だ
さい
。

①山
折り

のりしろ
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東川町オフィシャルパートナー企業
東川町では、このまちや日本の未来そして、

人々のライフスタイルを育むパートナーとともに、まちづくりを進めています。
東川町のまちづくりに賛同いただいたオフィシャルパートナーのみなさまと、
未来に向かって新たな社会的価値を共創しています。

写真文化首都「写真の町」東川町
〒071-1492
北海道上川郡東川町東町１丁目16番１号
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