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寄附をすることにより地域貢献につながるだけでなく、
自治体によっては寄附者へ「お礼」という形でその土地の名産品や特産品が送られます。

さらに、「確定申告」または「ワンストップ特例制度」を利用することによって、
税金の控除・還付を受けることができます。

ふるさと納税とは

応援したい自治体を自由に選べて
寄附が出来る制度です

応援したい地域が
自由に選べます！

税額控除が
受けられる

返礼品が
もらえる

地域貢献が
できる

多くの自治体が寄附の
お礼の品を用意しています。

税額控除が
受けられる

返礼品が
もらえる

地域貢献が
できる

実質、負担金額は2,000円。

税額控除が
受けられる

返礼品が
もらえる

地域貢献が
できる

お申込み方法はカタログ14ページをご覧ください。

寄附

返礼品
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百貨店ならではの安心と信頼のご提供を目指して

店頭でのご案内で広がる地域とのつながり

ふるさと納税制度は、「地方創生」を支
援するための国が定める制度です。だ

からこそ、安心してご利用していただく必要が
あると考えています。私たち三越伊勢丹グルー
プはこれまで、百貨店としての安心と信頼を
お客様にご提供すべく取り組んでまいりました。
そしてそれは、これからも変わることはございま
せん。『三越伊勢丹ふるさと納税』において
も、変わらぬ安心と信頼をお客様にお届けで
きるよう取り組んでまいります。

ポータルサイトだけでなく、物産展などの催事に合わせた特産
品のご紹介など、店頭でのご案内にも力を入れて取り組んで

まいります。また、ふるさと納税制度についてのご案内やご利用方
法のご説明も行わせていただきますので、これまで「ふるさと納税
をやってみたかったがきっかけがなかった」という方や、制度や申
し込み方法についてご存じない方でも、お気軽に百貨店までお越
しいただきたいと思っております。ふるさと納税をはじめられるきっか
け、地域の魅力を知るきっかけとして、店頭をご活用いただければ
幸いです。『三越伊勢丹ふるさと納税』が、お客様と地域とをつな
ぐ架け橋となることができれば、これに勝る喜びはございません。

百貨店バイヤーが選ぶこだわりの「返礼品」

ふるさと納税制度では、寄附のお礼として、そ
の地域の特産品などを「返礼品」としてお

送りする自治体が多くございます。地域をよく知る
私たちならではの視点で、お客様にとって価値ある
「返礼品」をご紹介することが、お客様と地域と
をつなぐ一つのきっかけとなり、地域の活性化につ
ながると考えています。『三越伊勢丹ふるさと納税』
では、地域をよく知る百貨店バイヤーが地域の事
業者さまと協力し、それぞれの地域のおすすめし
たい特産品などをご紹介していきます。

※各店頭でのご案内時期につきましては、随時サイト上にてお知らせいたします。 ※税理士による回答が必要なご質問など、店頭スタッフにてご回答できない場合がございますので予めご了承ください。
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自
治
体
紹
介

　 新潟県は、多くの河川が流れ山間地や越後平野、高田
平野などの広大で肥沃な平野部を豊かな水で潤し、日本
海に注いでいます。水の恩恵は、新潟県が日本一の「米
どころ」と言われ、豊かな農産物や多様な生態系を育ん
でいます。また、約635㎞の海岸線は多様な漁場に恵まれ
ており、海の幸も豊富です。
　新潟県は全域が豪雪地帯となっており、低温高湿度の
環境が保たれる「雪室」や、雪を使った発酵香辛調味料「か
んずり」など、雪国独自の文化があります。
　産業では、精密加工や金属プレスなど、ものづくりには
欠かせない高度な基盤技術が集積し、オンリーワン技術を
持つ企業が多数活躍しており、優れた技術による美しいデ
ザインの製品は海外からも求められています。

中部エリア

新潟県

東北エリア

山形県
米沢市
（よねざわし）

北海道エリア

北海道
白糠町

（しらぬかちょう）

　白糠町は、北海道の東部に位置する、人口約7千7百人
のまちです。太平洋沖の暖流と寒流が交わる絶好の漁場
にあり、1年を通じてさまざまな海産物が獲れ、豊洲市場
を始めとし全国から引き合いがあります。
　恵まれた漁場だけにその魅力は収まらず、山に目を向け
ると、チーズや羊肉などさまざまな特産品があります。
　山間部では豊かな自然の中でのキャンプ、ヤマメやイワ
ナなどの渓流釣り、野生動物観察などが楽しめるほか、沿
岸部では潮風が香る会場で頭上に華開く大迫力な花火大
会、遊漁船による海釣りなどのレジャーが人気です。

　米沢市は、夏暑く冬寒い季節の移り変わりがはっきりと
した盆地特有の気候で、四季折々の情緒を肌で感じるこ
とができます。また、鎌倉時代に伊達氏、上杉氏が本市
に居城を構えたことから城下町として形成され、上杉家家
臣直江兼続によって整備された町並みが今も色濃く残り、
数々の史跡と伝統が息づく歴史の街でもあります。
　そして、米沢には、吾妻の山々にある豊富な温泉群や
夏山登山、スキーなど変化に富んだ豊かな自然のほか、
歴史ある文化・風土の中で育まれた米沢の「味」、先人か
ら受け継がれてきた確かなモノづくりがなせる「技」、納
得のいくまでこだわり続ける職人の「心」から多くの逸品
が生み出されてきました。
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北海道エリア

北海道
 釧路市※、砂川市※、江差町、乙部町、
上富良野町※、美幌町、白老町※、
洞爺湖町※、弟子屈町、白糠町

東北エリア
青森県 おいらせ町※、東通村
岩手県 遠野市※、奥州市、雫石町
宮城県 加美町
秋田県 鹿角市※、にかほ市※

山形県 米沢市、鶴岡市、新庄市、
尾花沢市※、舟形町※

福島県 二本松市※、桑折町※

関東エリア
茨城県 鉾田市※、つくばみらい市※、境町
栃木県 矢板市
埼玉県 三芳町

千葉県 勝浦市※、君津市、大網白里市、
東庄町※

東京都 神津島村
神奈川県 湯河原町

中部エリア

新潟県 新潟県、新発田市、加茂市、燕市、
佐渡市、南魚沼市、弥彦村、阿賀町

富山県 魚津市※

石川県 輪島市、羽咋市※

福井県 越前町

山梨県 都留市、南アルプス市※、北杜市、
甲斐市※、市川三郷町

長野県 須坂市、中野市、高山村※

岐阜県 可児市※

静岡県 富士宮市※、藤枝市、吉田町
近畿エリア

愛知県 あま市※、幸田町※

三重県 松阪市、鳥羽市※

滋賀県 東近江市※

京都府 亀岡市
大阪府 阪南市※

兵庫県 西脇市※、三木市、市川町※、
新温泉町※

和歌山県  九度山町、湯浅町、白浜町※、
北山村※

中国・四国エリア
島根県 安来市
山口県 周南市※

徳島県 海陽町※

香川県 小豆島町※

愛媛県 西予市※

高知県 南国市※

九州・沖縄エリア
福岡県 古賀市
佐賀県 佐賀市※、吉野ヶ里町※、上峰町
長崎県 島原市、壱岐市※、西海市
熊本県 玉東町
大分県 津久見市※、豊後高田市
宮崎県 延岡市、日向市、国富町※、新富町
鹿児島県 湧水町、徳之島町※

三越伊勢丹ふるさと納税自治体一覧
（2020年11月現在。※印は今後公開予定の自治体。
公開時期は予告なく変更となる場合がございます。予
めご了承ください。）

米、鮭加工品、日本酒、キッチンウエア など

主な返礼品

米沢牛、米、米沢織、組子細工 など

主な返礼品

いくら、数の子、サーモン、チーズ など

主な返礼品

新潟県には、美しい自然や美味し
い食べ物をはじめ、歴史的価値
の高い遺産や文化がいくつもあり
ます。何よりまじめで温かい人々
がいます。ぜひ魅力ある新潟県に
お越し下さい。

自

治体
からのコメント

新潟県知事 花角英世

山形県の自慢の一つは全市町村
に温泉が湧く「温泉王国」である
こと。米沢では、古き良き伝統の
湯、山奥に湧く秘湯など、八つの
湯巡りを楽しめます。ぜひ日ごろ
の疲れを癒しにいらしてください。

自

治体
からのコメント

イメージキャラクター かねたん

みんな大好きイクラをはじめ、海
から山まで豊富な食材のまち北海
道白糠町！ 白糠食材だけでフレン
チフルコースができてしまうほど！ 
寄附者さまの声で新たなお礼の品
も続々お目見えしています！
え、白糠を知らぬか⁉

自

治体
からのコメント

イメージキャラクター
コイタくん・メイカちゃん
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人
気
返
礼
品

肉

三越伊勢丹選定  三越伊勢丹ふるさと納税のバイヤーが自信をもっておすすめする返礼品です。　 お届日指定可  お届け日の指定を承ることができます。　 冷蔵便  冷蔵便でお届けします。　 冷凍便  冷凍便でお届けします。

人気返礼品

肉

寄附金額  80,000円 寄附金額  50,000円

三重県松阪市 提供元：おう児牛肉店 三重県松阪市 提供元：おう児牛肉店

肉の卸は肩肉で試食をすると言われるほどその素材力がダイレクトに味
わえる肩肉と、霜降りと赤身のバランスが良い肩ロースの詰め合わせ
を牛肉料理の王道のすき焼きでお楽しみください。

【特産松阪牛】 肩・肩ロースすき焼き 550g 【特産松阪牛】 バラ・肩バラ焼肉 450g
お届日指定可 冷蔵便 お届日指定可 冷蔵便

簡単にご自宅で焼肉が楽しめる、牛バラ・肩バラのセットをご用意いた
しました。軽やかな脂質と甘みのある赤身が特徴です。

寄附金額  100,000円
松阪牛の中でもわずか3％のみを特
産松阪牛と呼ぶことができます。サー
ロインはフライパンで火を入れた時の
豊かな香りに驚きます。口の中で広
がるさっぱりとした脂質とほんのりと
したあま味が特徴です。180g×2枚

三重県松阪市 提供元：おう児牛肉店

【特産松阪牛】 サーロインステーキ360g
お届日指定可 冷蔵便三越伊勢丹選定

三越伊勢丹選定 三越伊勢丹選定

肉
Meat
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人
気
返
礼
品

肉

三越伊勢丹選定  三越伊勢丹ふるさと納税のバイヤーが自信をもっておすすめする返礼品です。　 お届日指定可  お届け日の指定を承ることができます。　 冷蔵便  冷蔵便でお届けします。　 冷凍便  冷凍便でお届けします。 ギフト  ギフト対応が可能です。　 のし  ご用途に応じた「のし」をお選びいただけます。　 定期便  お申し込みいただいた返礼品を、お申し込みいただいた回数分、毎月お届けします。

寄附金額  55,000円

山形県米沢市 提供元：米沢牛黄木

創業大正12年の〈黄木〉が選び抜いた焼肉用6種のセット。各部位の
食感や味わいの食べ比べをお楽しみいただけます。イチボ・ランプ・
トモ三角・肩三角・カイノミ・ロース×各100g

米沢牛希少部位焼肉用 各月限定20セット 600g
冷凍便

寄附金額  30,000円

佐賀県上峰町 提供元：ミートフーズ華松

脂が手の温度でも溶け出してしまうほどサシの融点が低く繊細な佐賀牛
を優先的に仕入れました。肩から背中にかけてはよく動く部位で、適度
な食感と濃厚な旨みが楽しめます。幅広い 料理におすすめです。

佐賀牛肩ローススライス 500g
お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  15,000円

山形県鶴岡市 提供元：肉の上杉

山形県鶴岡で飼育され、濃厚な肉質と旨みが特徴の庄内豚を糀味噌漬
けにしました。豚肉の旨みと香ばしい味噌の香りがお楽しみ頂けます。

庄内豚 ロース味噌漬け 150g×5枚
冷凍便

寄附金額  50,000円

山形県新庄市 提供元：もがみ中央農業協同組合 北部営農センター

「夏暑く、冬寒く」また、「昼夜の寒暖の差が大きい」風土の中で丹精
込め長期にわたり肥育された、A5等級の雌牛を使用しております。ヒレ
の柔らかさと風味をご賞味ください。150g×2枚入

山形牛ヒレステーキ 300g
お届日指定可 冷凍便

寄附金額  17,000円

茨城県境町 提供元：塚原牧場

塚原牧場では梅山豚のための独自の自家製飼料を与え、性格に適した
飼育環境でじっくり育てています。4部位の食べ比べセット。ロース肉・
肩ロース肉・バラ肉・モモ肉×各160g

塚原牧場の梅山豚 しゃぶしゃぶセット 640g
冷凍便

寄附金額  15,000円

宮崎県日向市 提供元：甲斐精肉店

宮崎県のブランド地鶏『みやざき地頭鶏（じとっこ）』は、弾力のある
歯ごたえとジューシーな旨味があふれる肉質が特徴。もも肉を調理しや
すくカットし、小分けしてパックにしています。240g×6パック

みやざき地頭鶏 もも肉カット 1.44kg
お届日指定可 冷凍便
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人
気
返
礼
品

魚
介

寄附金額  30,000円

和歌山県湯浅町 提供元：湯浅町漁業生産組合

和歌山県は湯浅湾の豊かな海水で育まれた紀州産の蝦夷アワビ。濃厚
な旨味とやわコリ食感をご堪能ください。1個100g以上の特大サイズを
ご用意。4個セットでお届けします。

特大紀州あわび 紀和味 400g
お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  65,000円

新潟県 提供元：ファクトリー童夢

佐渡産の本ズワイ蟹を一定期間蓄養ました。生息する環境に近い状態
での蓄養は、蟹のストレスの軽減や老廃物などの排出に効果がありま
す。海洋深層水入りのエアーポンプ付きで活きたままお届けします。

活 おけさ蟹 （400g～600g）×2杯
お届日指定可 冷蔵便

魚
介
寄附金額  24,000円

新潟県 提供元：新潟加島屋

〈新潟加島屋〉定番の「さけ茶漬」
と「いくら醤油漬」、人気の詰
合せをお届けします。さけ茶漬
200g、いくら醤油漬230g

〈新潟加島屋〉 味覚セット（２G）
お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  60,000円

新潟県 提供元：新潟加島屋

瓶詰8本セット。さけ茶漬140g・いくら醤油漬170g・貝柱
のうま煮100g・一口筋子170g・おにぎり明太子170g・松
前漬170g・いかの赤作り170g・つぶ貝の酒香煮90g

〈新潟加島屋〉 ビン詰セット（MIM1410）
冷蔵便

魚
介
Seafood

三越伊勢丹選定  三越伊勢丹ふるさと納税のバイヤーが自信をもっておすすめする返礼品です。　 お届日指定可  お届け日の指定を承ることができます。　 冷蔵便  冷蔵便でお届けします。　 冷凍便  冷凍便でお届けします。
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人
気
返
礼
品

魚
介

寄附金額  35,000円

福岡県古賀市 提供元：博多 あき津゛

粒々感際立つ納得のいく真子が入手できた時のみに作る数量限定品。
漬けタレは枕崎の鰹節と利尻の昆布でダシをとり、純米酒、酒みりん、
有機丸大豆醤油を使用。風味良い国産唐辛子を振りかけ仕上げます。

辛子明太子「天」4本入 300ｇ
お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  13,000円

北海道白糠町 提供元：広洋水産

卵本来の旨味やコクを最大限に引き出し、窒素ガス置換包装のためい
つまでも作り立ての味をお楽しみいただけます。ロシア産の卵になりま
すが北海道にほど近い場所で水揚げされた鮭卵です。

いくら醤油漬 鮭卵 500g （250g×2）
お届日指定可 冷凍便

寄附金額  36,000円

宮崎県日向市 提供元：ジャパンキャビア

取り出したばかりのシロチョウザメの新鮮な卵を、岩塩のみで薄く味付
けし熟成。熟成が進むほど旨みが増し、鼻から抜ける芳醇な海の香り
とクリーミィな旨味の余韻が長く続くキャビアです。

宮崎キャビア1983 20g
お届日指定可 冷凍便

寄附金額  17,000円

北海道白糠町 提供元：東和食品

パリっとした歯ごたえの太平洋産の数の子を使用。快い音と歯切れの
良い数の子を独自の調味に漬込みました。化粧箱にお入れしておりま
すので贈答にもおすすめです。

味付数の子 500g （化粧箱入り）
冷凍便

寄附金額  23,000円

鹿児島県湧水町 提供元：福永商店

桜島の火山灰を有効活用した「灰干し」。火山灰で包み込むことで魚を
低温熟成させています。湧水町産のニジマス他、鹿児島県産の季節の
魚の詰め合わせ 計15袋お届け。※季節により詰合せ内容が変わります。

桜島灰干し詰合せ
お届日指定可 冷凍便

寄附金額  24,000円

新潟県 提供元：きっかわ

新潟・村上に店を構える鮭の専門店〈きっかわ〉より「塩引鮭」をお届け。
1切れ110g前後の切身にカットしているため、すぐにお召し上がり頂け
ます。生鮭時約4.0～4.4kgの半身×1

〈きっかわ〉 塩引鮭半身
冷蔵便

三越伊勢丹選定  三越伊勢丹ふるさと納税のバイヤーが自信をもっておすすめする返礼品です。　 お届日指定可  お届け日の指定を承ることができます。　 冷蔵便  冷蔵便でお届けします。　 冷凍便  冷凍便でお届けします。 ギフト  ギフト対応が可能です。　 のし  ご用途に応じた「のし」をお選びいただけます。　 定期便  お申し込みいただいた返礼品を、お申し込みいただいた回数分、毎月お届けします。
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加工品・飲料
Processed food, Drink

寄附金額  17,000円

茨城県境町 提供元：安井商店

茨城県境町ブルワリー
お届日指定可 冷蔵便

茨城県境町の特産品さしま茶を使用したビールや、ジャパングレートビ
アアワーズ2020にて金賞を受賞したペールエールを含んだ6本セット。
専用のギフト箱にお入れしてお届けいたします。330ml×6本

寄附金額  30,000円

山形県米沢市 提供元：米沢牛黄木

米沢牛ローストビーフ 300g 和風ソース付き
お届日指定可 冷凍便

上杉の城下町米沢に店を構えて創業90余年〈黄木〉が選び抜いた米
沢牛を直営レストラン「金剛閣」のレシピで仕上げたこだわりのロース
トビーフです。ローストビーフ300g、和風ソース20g×4袋

寄附金額  15,000円

福岡県古賀市 提供元：林久右衛門商店

久右衛門 本格和風だしお吸物詰合せ

鰹節専門店ならではの、本格和風だしのお吸物。一枚ずつ手焼きした
最中にそれぞれの具材を包みました。お湯を注ぐと、香りとともにそれ
ぞれの具材が広がる、風味豊かなお吸物です。9椀入

新潟県 提供元：朝日酒造、北雪酒造、青木酒造

酒米の個性が楽しめる、新潟の代表・人気銘柄のセット。久保
田 萬寿 純米大吟醸 720ml・北雪 純米大吟醸 越淡麗 720ml・
鶴齢 純米大吟 醸 東条産山田錦37％精米 720ml×各1本

酒米が違う 新潟人気銘柄
純米大吟醸飲み比べセット

寄附金額  42,000円ギフト のし

国産の豚ロース肉を使用し、ノンスモークタイプに仕上げた「ホワイト
ロースハム」。徹底した品質管理のもと南日本ハム株式会社のギフト専
用配送センターから全国に向けお届けしています。650g×1個

寄附金額  15,000円

宮崎県日向市 提供元：南日本ハム

〈Nipponham 南日本ハム〉 求味一心ホワイトロースハム
お届日指定可 冷蔵便

三越伊勢丹選定  三越伊勢丹ふるさと納税のバイヤーが自信をもっておすすめする返礼品です。　 お届日指定可  お届け日の指定を承ることができます。　 冷蔵便  冷蔵便でお届けします。　 冷凍便  冷凍便でお届けします。
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人
気
返
礼
品

米

Rice
米

寄附金額  15,000円

新潟県加茂市 提供元：かやもり農園

植酸栽培コシヒカリ 「伝」 精米 5kg

鮭を発酵熟成させた肥料と、有機酸を利用する栽培方法 で育つお米は、
コシヒカリ本来の甘みと弾力のある食感がしっかりと感 じられます。南
麻布にある日本料理のお店「分とく山」で使われているお米です。

寄附金額  15,000円

新潟県 提供元：こしじ販売

新潟県産新之助 5kg

大粒できれいなツヤと、ほんのりとした香り、豊潤な甘みとコク、しっ
かりした粘りと弾力を併せ持ち、ごはんが冷めてもお米の表面や粒全
体が硬くなりにくい特長があります。

寄附金額  30,000~120,000円

新潟県佐渡市 提供元：JA羽茂

佐渡羽茂産コシヒカリ 5kg 定期便  3回／6回／9回／12回
定期便

新潟県佐渡市は日本海のミネラル豊富な潮風が吹きぬける気候風土や
栄養豊富な土壌を持つ米の名産地。特にその中の羽茂地区は古くから
良質なお米を産することから、少しずつ評判が高まっています。

寄附金額  15,000円

新潟県 提供元：佐藤 正利

特別栽培米魚沼産コシヒカリ 5kg

コシヒカリ栽培に適した条件を多く兼ね備えている魚沼地区のなかでも
名産地といわれる十日町地区のお米。絹のような上質の粘りとやわら
かさの中に、魚沼米が本来持つ上品な香りが感じられます。

寄附金額  12,000円

新潟県 提供元：堀商店

越後こだわり三大産地セット

魚沼の中でも最高峰といわれる「南魚沼塩沢産」をはじめ、自然環境
に恵まれた「岩船朝日産」、ミネラル豊富な潮風が吹きぬけ、きれいな
水が特徴な「佐渡羽茂産」を各2kgずつお届けいたします。

　三越伊勢丹ふるさと納税では、毎月決
まった時期にお米をお届けする、便利な
「定期便」対応の返礼品をご紹介して
おります。ご家族の人数や、生活パター
ンに合わせて、お好みの回数・容量を
お選びいただけます。各産地からお届
けするコシヒカリのほか、「新之助」の
定期便も受け付けております。詳しくは
ポータルサイトをご覧ください。

三越伊勢丹ふるさと納税の定期便

三越伊勢丹選定  三越伊勢丹ふるさと納税のバイヤーが自信をもっておすすめする返礼品です。　 お届日指定可  お届け日の指定を承ることができます。　 冷蔵便  冷蔵便でお届けします。　 冷凍便  冷凍便でお届けします。 ギフト  ギフト対応が可能です。　 のし  ご用途に応じた「のし」をお選びいただけます。　 定期便  お申し込みいただいた返礼品を、お申し込みいただいた回数分、毎月お届けします。
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フルーツ・菓子
Fruits, Sweets

寄附金額  17,000円

和歌山県湯浅町 提供元：小南農園

田村みかんフルーツまるごとゼリー （250g×9個）
お届日指定可

和歌山県産のみかんをまるごと3個もゼリーに閉じ込めました。やわら
かな弾力の果肉は驚くほどジューシーで、豊かな甘みが口いっぱいに
広がります。

新潟県 提供元：越乃雪本舗大和屋

〈越乃雪本舗大和屋〉 こはくのつみき・
あまいおはじき・おいしいおえかきセット

寄附金額  14,000円お届日指定可

伝統的な製法のお干菓子を現代的にアレンジした「おさとうのまほう」シ
リーズ。こはくのつみき・あまいおはじき・おいしいおえかき×各1セット

新潟県 提供元：苺の花ことば

雪国完熟いちご越後姫・
桃薫紅白化粧箱シングルセット

寄附金額  18,000円冷蔵便

寄附受付期間：6月中旬ごろまで。酸味が少なく、やさしい甘さの「越後姫」
と、桃のような香りが魅力の「桃薫」の詰め合わせ。380g（9～15粒）

長野県中野市 提供元：中野市農業協同組合

冬に食べられる冷蔵保管シャインマスカット
大粒4Lサイズ2房 （約1.4kg）

寄附金額  40,000円三越伊勢丹選定 冷蔵便

通常10月で寄附が終了するシャインマスカットですが、厳正な冷蔵保管
を行い12月上旬まで寄附を受け付けています。約700g以上×2房

寄附金額  11,000円

和歌山県湯浅町 提供元：小南農園

有田みかん 約3kg

寄附受付期間：12月中旬まで。和歌山県有田の地で、120年以上田村
みかんを作り続けている小南農園。代々受け継がれてきた段々畑で丹
精込めて作り上げたみかんです。SまたはMサイズ約3kg

寄附金額  17,000円

新潟県加茂市 提供元：たかはし果樹園

〈たかはし果樹園〉 ル・レクチェ 約2kg

寄附受付期間：12月中旬まで。新潟県のル・レクチエ果実品評会にて
二度の最優秀賞を含む多くの入 賞を誇る〈たかはし果樹園〉のル・レ
クチェ。芳醇な香りと濃厚な甘さ、 なめらかな舌触りが特長です。

三越伊勢丹選定  三越伊勢丹ふるさと納税のバイヤーが自信をもっておすすめする返礼品です。　 お届日指定可  お届け日の指定を承ることができます。　 冷蔵便  冷蔵便でお届けします。　 冷凍便  冷凍便でお届けします。
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工芸品・日用品雑貨
Craft, Daily necessities

寄附金額  440,000円

石川県輪島市 提供元：彦十蒔絵

多々羅椀 本朱

奥能登にあったと言われる多々羅椀を彦十蒔絵のオリジナル技法とデ
ザイン、良質の素材で制作。お料理の鉢やお椀はもちろん、抹茶椀、
お部屋のインテリアとしてもお楽しみいただけます。

寄附金額  55,000円

岩手県奥州市 提供元：及源鋳造

〈OIGEN〉 南部鉄器 鉄瓶 観月アラレ 1.2L

丸い月をイメージした「アラレ」模様の鉄瓶。1.2Lと小さめで、伝統的
なデザインかつコンパクトで扱いやすい鉄瓶をお探しの方におすすめ。
縦約16.1×横約19.3×全高約20.2cm 重量：約1.85kg 

寄附金額  100,000円

新潟県燕市 提供元：宮﨑製作所

「ずっと使える、重なるお鍋」 十得鍋 （5点セット）

シンプルだけど機能的。料理やお菓子作りなどに幅広く使えるほか、
お鍋を重ねてコンパクトな収納が可能です。十得鍋5点セット（16・
18・20cmソースポット、兼用蓋、片手ハンドル）

寄附金額  40,000円

新潟県佐渡市 提供元：無名異焼窯元 赤水窯

「無名異焼」 冷酒揃え 上絵黒

重要無形文化財保持者（人間国宝）五代伊藤赤水氏の窯元による「無
名異焼」冷酒揃え／上絵黒。無名異焼は成型から乾燥まで約30％収縮
し硬く焼きしめます。素焼きに釉をかけ焼付けし、独特の黒色を表現。

寄附金額  18,000円

山梨県市川三郷町 提供元：大直

〈めでたや〉 福ますだるま・福ます犬張り子・
福ます招き猫 3点
福ますは、「福が益々増す」という想いが込められた開運招福の縁起物。
一年を通じて飾れる縁起物を3種類のセットに。インテリアの一部として
も飾っていただけます。

寄附金額  250,000円

山梨県都留市 提供元：富士新幸

〈kokiku〉 ダウンパス 羽毛合掛けふとん 「シングル」

ポーランドグースダウンのシングルサイズ羽毛合掛けふとん。ダウンパス
トレーサビリティの監査及び羽毛品質試験に合格。表面のオリジナル生
地は、軽く、やわらか、やさしくからだに添う、ドレープ性を備えています。

三越伊勢丹選定  三越伊勢丹ふるさと納税のバイヤーが自信をもっておすすめする返礼品です。　 お届日指定可  お届け日の指定を承ることができます。　 冷蔵便  冷蔵便でお届けします。　 冷凍便  冷凍便でお届けします。 ギフト  ギフト対応が可能です。　 のし  ご用途に応じた「のし」をお選びいただけます。　 定期便  お申し込みいただいた返礼品を、お申し込みいただいた回数分、毎月お届けします。
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ふるさと納税
かんたん３ステップ

1  調べる
ふるさと納税による控除を受けることができる寄附金額は、

所得や家族構成により異なります。
自分の控除上限額を右ページの「早見表」やポータルサイトの「控除額シミュレーション」で

確認しましょう。ポータルサイトへのアクセスは裏表紙をご覧ください。

以上でふるさと納税の手続きは終了です。

3  手続きする
ふるさと納税の寄附合計金額が控除上限額以内であれば、2,000円を超える部分は控除を受けられます。

下記のどちらかの方法で寄附金控除の申請をしましょう。

ワンストップ特例制度 確定申告

ワンストップ特例申請書を自治
体へ返送することで控除額の
全額が翌年度の住民税から減
額という形で控除されます。寄
附翌年の1月10日までに寄附し
た自治体に返送してください。

確定申告の際には、寄附金受領証
明書の添付が必要です。所得税に
よる還付金と翌年度の住民税が減
額という形で控除されます。寄附翌
年の2月中旬～3月中旬に確定申告
にて寄附金控除申請が必要です。

※自治体によって
配送にかかる期間が異なります。

書類はポストに
返礼品とは別で届きます。

PO INT

税控除は寄附日の翌年6月～翌々年5月の
期間で行われます。寄附日は1月1日～
12月３１日までが区切りとなります。

※ワンストップ特例制度の対象者は、「確定申告をする必要のない給与所得者であること」
　「ふるさと納税を行う自治体の数が５団体以内であること」の条件を満たす方となります。

年収700万　
独身・子供なし
　　 ⬇
控除上限額は
（例）10万8千円　※控除額シミュレーションにて算出会社員Aさんの場合

2  寄附する
ふるさと納税では自治体から寄附の返礼品として、その地域の特産品が送られてきます。

応援したい自治体や気になる返礼品を選んで寄附をしましょう。

※返礼品によって
届く時期は異なります。

返礼品は早くて
1週間ほどで届きます。

PO INT

詳しい寄附の方法は

ポータルサイトで

ご案内しております。

10万8千円の寄附で
こんなに多くの返礼品に
申し込むことが出来ます。
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寄附上限額早見表
ふるさと納税の控除額は年収や家族構成によって変わるので、早見表を使ってチェックします。
より詳しく知りたいお客さまは、三越伊勢丹ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安

・掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい（ふるさと納税翌年1月1日時点）の市区町村にお問い合わせください。
・掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。
　年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
・社会保険料控除について、給与収入の15%と仮定しています。
［課税対象について］
お礼の品の合計が50万円を超えた場合、またはほかの一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は、一時所得として課税される為確定申告時に
申告する必要があります。
懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。

ふるさと納税を
行う方本人の
給与収入／年間

ふるさと納税を行う方の家族構成

独身

共働き夫婦
（配偶者の給与収入が201万円超の場合／配偶者控除・特別控除の適用なし）

夫婦
（配偶者に収入なし／配偶者控除あり）

子供なし 子供
中学生以下

高校生の
子供1人

大学生の
子供1人

高校生の子供
1人大学生の
子供1人

子供なし 子供
中学生以下

高校生の
子供1人

高校生の子供
1人大学生の
子供1人

＊高校生＝16歳～18歳の扶養親族　＊大学生＝19歳～22歳の特定扶養親族（出典：総務省ふるさと納税 ポータルページ）

300万円 28,000円 19,000円 15,000円 7,000円 19,000円 11,000円 ー
325万円 31,000円 23,000円 18,000円 10,000円 23,000円 14,000円 3,000円
350万円 34,000円 26,000円 22,000円 13,000円 26,000円 18,000円 5,000円
375万円 38,000円 29,000円 25,000円 17,000円 29,000円 21,000円 8,000円
400万円 42,000円 33,000円 29,000円 21,000円 33,000円 25,000円 12,000円
425万円 45,000円 37,000円 33,000円 24,000円 37,000円 29,000円 16,000円
450万円 52,000円 41,000円 37,000円 28,000円 41,000円 33,000円 20,000円
475万円 56,000円 45,000円 40,000円 32,000円 45,000円 36,000円 24,000円
500万円 61,000円 49,000円 44,000円 36,000円 49,000円 40,000円 28,000円
525万円 65,000円 56,000円 49,000円 40,000円 56,000円 44,000円 31,000円
550万円 69,000円 60,000円 57,000円 44,000円 60,000円 48,000円 35,000円
575万円 73,000円 64,000円 61,000円 48,000円 64,000円 56,000円 39,000円
600万円 77,000円 69,000円 66,000円 57,000円 69,000円 60,000円 43,000円
625万円 81,000円 73,000円 70,000円 61,000円 73,000円 64,000円 48,000円
650万円 97,000円 77,000円 74,000円 65,000円 77,000円 68,000円 53,000円
675万円 102,000円 81,000円 78,000円 70,000円 81,000円 73,000円 62,000円
700万円 108,000円 86,000円 83,000円 75,000円 86,000円 78,000円 66,000円
725万円 113,000円 104,000円 88,000円 79,000円 104,000円 82,000円 71,000円
750万円 118,000円 109,000円 106,000円 84,000円 109,000円 87,000円 76,000円
775万円 124,000円 114,000円 111,000円 89,000円 114,000円 105,000円 80,000円
800万円 129,000円 120,000円 116,000円 107,000円 120,000円 110,000円 85,000円
825万円 135,000円 125,000円 122,000円 112,000円 125,000円 116,000円 90,000円
850万円 140,000円 131,000円 127,000円 118,000円 131,000円 121,000円 108,000円
875万円 145,000円 136,000円 132,000円 123,000円 136,000円 126,000円 113,000円
900万円 151,000円 141,000円 138,000円 128,000円 141,000円 132,000円 119,000円
925万円 157,000円 148,000円 144,000円 135,000円 148,000円 138,000円 125,000円
950万円 163,000円 154,000円 150,000円 141,000円 154,000円 144,000円 131,000円
975万円 170,000円 160,000円 157,000円 147,000円 160,000円 151,000円 138,000円
1000万円 176,000円 166,000円 163,000円 153,000円 166,000円 157,000円 144,000円
1100万円 213,000円 194,000円 191,000円 181,000円 194,000円 185,000円 172,000円
1200万円 242,000円 232,000円 229,000円 219,000円 239,000円 229,000円 206,000円
1300万円 271,000円 261,000円 258,000円 248,000円 271,000円 261,000円 248,000円
1400万円 355,000円 343,000円 339,000円 277,000円 355,000円 343,000円 277,000円
1500万円 389,000円 377,000円 373,000円 361,000円 389,000円 377,000円 361,000円
1600万円 424,000円 412,000円 408,000円 396,000円 424,000円 412,000円 396,000円
1700万円 458,000円 446,000円 442,000円 430,000円 458,000円 446,000円 430,000円
1800万円 493,000円 481,000円 477,000円 465,000円 493,000円 481,000円 465,000円
1900万円 528,000円 516,000円 512,000円 500,000円 528,000円 516,000円 500,000円
2000万円 564,000円 552,000円 548,000円 536,000円 564,000円 552,000円 536,000円
2100万円 599,000円 587,000円 583,000円 571,000円 599,000円 587,000円 571,000円
2200万円 635,000円 623,000円 619,000円 607,000円 635,000円 623,000円 607,000円
2300万円 767,000円 754,000円 749,000円 642,000円 767,000円 754,000円 642,000円
2400万円 808,000円 795,000円 790,000円 776,000円 808,000円 795,000円 776,000円
2500万円 849,000円 835,000円 830,000円 817,000円 849,000円 835,000円 817,000円



https://mifurusato.jp
三越伊勢丹ふるさと納税 お問い合わせ窓口
 0120-47-2310　平日午前10時～午後6時 受付

この冊子に掲載されている返礼品の情報や、
寄附のお申し込みは「三越伊勢丹ふるさと納税」
ポータルサイトでご案内しています。

・ ふるさと納税は「寄附」となりますので、お申し込み完了後のキャンセルは承ることができません。

・ 住民票登録のある自治体へふるさと納税をされた場合、控除上限額内であれば寄附金控除の申請を
していただくことで、控除の対象となります。 ただし、返礼品の送付はございませんのでご了承ください。

三越伊勢丹ふるさと納税でのエムアイカードのご利用について

・ 「VISA」「AMERICANEXPRESS」のマークが表記されているエムアイカードはそれぞれのカードブランド
のクレジットカードとして利用いただけます。

・ ご利用いただきますと、200円ごとに1ポイントが貯まります。（ゴールドカードは100円ごとに1ポイント）

・申し訳ございませんが、年間お買い上げ額の加算にはなりません。

・ エムアイポイントは、ふるさと納税の寄附のお支払いにお使いいただくことができません。

・ 各クレジットカードに付与されているポイント等を寄附のお支払いにお使いいただくことができません。

寄附お申し込みに関するご注意

ポータルサイトのご案内

表紙の返礼品について
明治35年創業、新潟県新発田市「宮村製麩所」の生麩をセットに
しました。職人が1本1本手作りで作りあげた、彩り豊かな生麩です。
内容は「うめ」「さくら」「あやめ」「青もみじ」「もみじ」「いちょう」「ひょ
うたん」「なす」「てまり」の9種類。かわいらしい形と、繊細な色・
グラデーションが特徴です。料理に色を添え、高級感を醸し出してく
れる生麩は普段の食卓からお祝い事まで幅広くご利用いただけます。

新潟県新発田市 四季折  々生麩詰合せ　寄附金額 20,000円

https://mifurusato.jp/catalog.html

三越伊勢丹ふるさと納税カタログ 検索


