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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28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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釧路市は、特別天然記念物の「タンチョウ」「阿寒湖のマリモ」が生
息する釧路湿原、阿寒摩周の2つの国立公園があり、夏も冷涼で自然
豊富なまちです。

動物園の充実に活用してほしい
―動物園事業―

日本最東端の釧路市動物園では『何
度でも来たくなる動物園』を目指し、
園内の施設整備等に活用しています。

北海道エリア　北海道釧路市
【主な返礼品】
一夜干し、阿寒モルト牛

日本新三景「大沼国定公園」を有しカヌーやスキーなどのアクティビ
ティーを楽しめます。住みたいまち・住み続けたいまち七飯町へぜひ
お越しください。

健康・福祉・医療の増進を図る事業
―住みたいまち・住み続けたいまちづくり―

子どもの育成や健康・医療の増進の
ほか観光、地域づくりに取り組む魅力
ある町を作ります。

北海道エリア　北海道七飯町
【主な返礼品】
大沼ビール、帆立

県都盛岡市に隣接している雫石町は、周囲を岩手山などの山々に囲ま
れ、四季を通じて美しい景観を楽しむことができる自然豊かな町です。

子ども・子育てに関する事業
―教育環境を充実するための事業―

町内全ての小中学校において、給食
費の2分の1助成する子育て応援給食
費負担金に活用しています。

東北エリア　岩手県雫石町
【主な返礼品】
腕時計、雫石牛

千葉県の南東部に位置する勝浦市は、北部に広がる穏やかな田園風
景と、太平洋に面したリアス式海岸が、自然造形により美しい景観を
織りなしています。

市長が必要と認める事業へ委任
―〝元気いっぱいかつうら〟をテーマ
とした活力溢れるふるさとづくり―
人口減少社会に対応する取組として

「子育て支援事業」などの各分野に
活用させていただいております。

関東エリア　千葉県勝浦市
【主な返礼品】
さざえ、マカジキ

当町は全国に先駆けて有機農業に取り組んできた町で、質の高い農産
物が生産され、最近は食と健康をつなぐ活動が若手有機農家を中心に
広がっています。

若い力を伸ばす教育のまちづくり〈教育分野〉
―産官学民連携による商品開発事業―

産官学民連携事業として、町の新たな
価値を創出するため有機農産物を使
用した商品開発事業を計画している。

東北エリア　山形県高畠町
【主な返礼品】
ローストビーフ、つや姫

千葉県のほぼ中央部に位置する君津市は、東京湾アクアラインを使っ
て都心から約60分。広大な市域と豊かな自然を活かした農業や畜産
業が盛んです。

産業及び観光の振興に関すること
―清水渓流広場（濃溝の滝・亀岩の洞窟）の環境整備―

SNS等で全国的に有名になった清水
渓流広場（濃溝の滝・亀岩の洞窟）
周辺の環境整備に活用しています。

関東エリア　千葉県君津市
【主な返礼品】
宅配クリーニング、林SPFポーク
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都留市は富士山にほど近く、市内に湧き出る湧水の恵みを受けた農産
物と、江戸時代から続く織物発祥の地として世界最高峰の技術による
寝具の一大産地です。

子育て支援と教育支援
―子ども向けの自然環境教育―

首都圏の児童受け入れも行い、SDG
ｓなど目した、自然環境教育活動の
一部に使わせていただいております。

中部エリア　山梨県都留市
【主な返礼品】
寝具

加茂市は新潟県のほぼ中央に位置し、粟ヶ岳を水源とする加茂川が街
の中を流れています。豊かな自然の中に木工などの伝統的な産業が息
づいています。

教育に関すること
―未来を担う子どもたちのために―

子どもたちの学習環境やスポーツ、国
際交流や文化活動など、教育に関す
ることに活用しています。

中部エリア　新潟県加茂市
【主な返礼品】
ル��レクチエ、桐製品

日本一高い富士山を仰ぎ、日本一深い駿河湾に臨む気候温暖なまち、
沼津。旧東海道という日本の大動脈が通る地域として、多様な文化を
育んできました。

沼津をフェンシングのまちにするプロジェクト
―協議強化施設�F3�BASE―

フェンシングの地方拠点を目指し、金
メダリスト輩出に向けた選手育成や大
会・合宿の誘致に取組んでいます。

中部エリア　静岡県沼津市
【主な返礼品】
真鯛、ベアードビール

岐阜県中南部に位置し、豊かな自然と多くの文化遺産にあふれるまち
です。「住みごこち一番・可児  ～安心、元気、楽しいまち～」を目指
しています。

戦国武将明智光秀のふるさと応援
―明智荘の館の活用やイベントの開催―

大河ドラマ館跡の活用など、「明智光
秀のふるさと可児市」のファンを増や
すための取り組みに活用します。

中部エリア　岐阜県可児市
【主な返礼品】
飛騨牛、麺屋もり田

冬の味覚の王様「越前がに」。福井県随一の水揚げ量を誇る越前町は、
まさに本場のまち。風光明媚な越前海岸と情緒ある里山が生み出す越
前ブランドをご堪能ください。

ふるさとの個性を活かし交流を育むまちづくり
―越前水仙を活かしたまちづくり事業―

国の重要文化的景観に選定された越
前海岸の水仙畑。その美しい景観を
守り、魅力発信を行っています。

中部エリア　福井県越前町
【主な返礼品】
越前かに、越前焼

「尾張七宝」として伝統的工芸品の指定を受け、人々に親しまれてきた
「七宝焼」のまち。七宝焼を体験できる七宝焼アートヴィレッジがお
すすめです。

心身ともに健康で、いきいきと暮らせるまちをつくる
―子育て支援施設の充実―

子どもが病気になった時の保育の場を
確保し、子育てと就労の両立を支援す
ることにも活用しました。

中部エリア　愛知県あま市
【主な返礼品】
鎌倉ハム、昆布巻
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鳥取県東部に位置する八頭町。豊かな自然、透き通った川においしい
空気、山々に囲まれた田舎町だからこそ用意できたとびっきりの逸品
をお届けします。

観光・交流に関する事業
—ふる里の森管理事業―

アカショウビンなど珍しい野鳥が住む
「八東ふる里の森」。コロナ後に人が
集い、交流する環境を整備します。

中国エリア　鳥取県八頭町
【主な返礼品】
リキュール、お米

近江八幡市は古くから農畜産業を中心に栄えてきました。近江商人の
息吹を感じる八幡堀、天下の名城「安土城跡」など重要史跡が点在
する風情輝くまちです。

自然環境及び地域の歴史的遺産の保全
―環境保全対策事業―

歴史的景観の保全・整備や水郷地帯
などの自然環境を、保全・活用してい
く取り組みを進めています。

近畿エリア　滋賀県近江八幡市
【主な返礼品】
近江牛、近江米

徳島県の最南端に位置する、太陽と海の町・海陽町。豊かな自然と
温暖な気候がもたらす多彩な食に恵まれ、自然を満喫できるアクティビ
ティも人気です。

にぎわうまちづくり事業
―DMV導入PR事業―

線路も道路も両方走る! 世界初の乗り
物「DMV（デュアル・モード・ビーク
ル）」の魅力を発信しています。

四国エリア　徳島県海陽町
【主な返礼品】
阿波尾鶏、伊勢海老

山口県の東部に位置し、北に中国山地、南に瀬戸内海を臨み、臨海
部には大規模なコンビナートが広がる、自然と産業が調和した気持ち
のいい街です。

徳山動物園の魅力アップに関する事業
―みんなに優しく楽しい動物園に―

徳山動物園は全国的に珍しいまちな
か動物園です。現在、より面白い動
物園をめざしてリニューアル中です。

中国エリア　山口県周南市
【主な返礼品】
カレーペースト、とらふく

亀岡市は京都市の西となりに位置し、京都駅からおよそ20分。周囲を
美しい山々に囲まれ、暮らしやすく、豊かな自然と美味しい水に恵まれ
たまちです。

世界に誇れる環境先進都市へ応援！
―新感覚の清掃活動エコウォーカー―

亀岡市は次代を担う子ども達と共に自
然豊かな環境を守るため「エコウォー
カー」活動を推進しています。

近畿エリア　京都府亀岡市
【主な返礼品】
たん熊北店、京つけもの�もり

「いで湯と城と文学のまち」として知られる松山市。「しらす」などの海
産物や島しょ部では「紅まどんな」など柑橘の栽培が盛んに行われて
います。

大好きなまつやまのために
―道後温泉活性化事業―

保存修理工事を行いつつ営業している
道後温泉。百年先まで輝き続ける「新
たな道後のまち」を目指します。

四国エリア　愛媛県松山市
【主な返礼品】
温州みかん、柑橘ゼリー
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北海道エリア

北海道

江差町、乙部町、美幌町、弟子屈町、白糠町、釧路市、
上富良野町、砂川市、白老町、洞爺湖町、恵庭市、
広尾町、七飯町、蘭越町、雨竜町、新得町、深川市、
別海町※、浜中町※、黒松内町※、芦別市※、長万部町※

東北エリア
青森県 東通村、おいらせ町
岩手県 奥州市、雫石町、遠野市
宮城県 加美町、七ヶ浜町、気仙沼市※

秋田県 にかほ市、鹿角市
山形県 米沢市、鶴岡市、新庄市、尾花沢市、舟形町、高畠町
福島県 桑折町、二本松市

関東エリア
茨城県 境町、鉾田市、つくばみらい市、大洗町※、守谷市※

栃木県 矢板市
群馬県 明和町、沼田市※

埼玉県 三芳町、長瀞町
千葉県 君津市、大網白里市、東庄町、勝浦市
東京都 神津島村、小金井市※

神奈川県 湯河原町、秦野市、三浦市※、鎌倉市※

中部エリア

新潟県 新潟県、新発田市、燕市、佐渡市、弥彦村、阿賀町、
加茂市、南魚沼市、阿賀野市、小千谷市※、見附市※

富山県 魚津市
石川県 輪島市、羽咋市
福井県 越前町、越前市

山梨県 市川三郷町、北杜市、都留市、甲斐市、南アルプス市、
韮崎市、西桂町、笛吹市

長野県 中野市、須坂市、岡谷市、東御市、上田市※

岐阜県 可児市、高山市
静岡県 藤枝市、吉田町、富士宮市、沼津市、御殿場市、袋井市※

愛知県 あま市、幸田町※、西尾市※、瀬戸市※

近畿エリア
三重県 松阪市、鳥羽市、伊賀市、南伊勢町※、紀北町※

滋賀県 東近江市、竜王町、近江八幡市※

京都府 亀岡市
大阪府 阪南市、泉大津市
兵庫県 市川町、三木市、西脇市、新温泉町、たつの市

和歌山県 湯浅町、九度山町、北山村、白浜町、みなべ町、
那智勝浦町、紀の川市※

中国エリア
鳥取県 境港市、江府町、倉吉市、八頭町
島根県 安来市、松江市※

岡山県 西粟倉村※

山口県 周南市、山口市
四国エリア

徳島県 海陽町
香川県 小豆島町、土庄町、高松市※

愛媛県 西予市、松山市
高知県 南国市、土佐市※

九州・沖縄エリア
福岡県 古賀市、北九州市※

佐賀県 上峰町、吉野ヶ里町、佐賀市
長崎県 西海市、島原市、壱岐市
熊本県 玉東町、玉名市、宇城市
大分県 豊後高田市、津久見市、中津市、別府市、竹田市※

宮崎県 日向市、新富町、延岡市、国富町、日之影町、綾町、
串間市、都城市、西都市、高鍋町※

鹿児島県 湧水町
沖縄県 今帰仁村※

三越伊勢丹ふるさと納税自治体一覧
（2021年9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。）

別府市は温泉の湧出量と源泉数が共に日本一です。また別府竹細工
は、県内で唯一伝工芸品の指定を受けており、国内外で高い評価を
受けています。

別府市内にある市営温泉施設につい
て、利用者の皆様が快適に温泉に浸か
れるようにメンテナンスを行っています。

九州・沖縄エリア　大分県別府市
【主な返礼品】
宿泊券、別府竹細工

都城市は、農業産出額が日本一を誇る畜産のまちです。農家の温か
い愛情が注がれ、大切に育てられた「宮崎牛」をぜひ、ご賞味ください。

子ども支援
―放課後児童クラブ事業―

保護者が就労等で家庭にいない小学
生を対象に、遊びや生活の場を提供
し、健全育成を図るものです。

九州・沖縄エリア　宮崎県都城市
【主な返礼品】
宮崎牛
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道

寄
附
の
使
い
道

別府の魅力を活かす観光資源、
温泉、都市環境等に関する事業
―温泉施設や温泉管などの維持や補修(竹瓦温泉)―
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三
三
三
三
三
三
三
品

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

三越伊勢丹
選定品選定品
Selected products

寄附金額  110,000円
松阪牛の中でもわずか3％のみが特産松阪牛と呼ばれま
す。特産松阪牛のサーロインステーキを薄切りにしたす
き焼きでお楽しみください。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産松阪牛の特徴です。

三重県松阪市� 提供元：おう児牛肉店

【特産松阪牛】サーロインすき焼き400g

寄附金額  100,000円

滋賀県竜王町� 提供元：有限会社澤井牧場

きめ細やかでやわらかく、くち溶けが良い雌牛限定商品です。あっさり
した赤身のモモ肉のステーキと霜降りのロースすき焼きの詰め合わせ
をお届けします。モモステーキ200ｇ×2枚、ロースすき焼き450ｇ

近江牛モモステーキ＆ロースすき焼き

寄附金額  70,000円

山形県米沢市� 提供元：肉の上杉（株式会社NTS）

手間暇かけて育成された鷹山牛は、肉質も柔らかく、脂っこさもないの
で幅広い世代の方にお勧めです。そんな鷹山牛の中でも、さらにＢＭＳ
10以上・Ａ５等級限定の最高ランクをお届けいたします。

長期肥育米沢牛「鷹山牛」ロースしゃぶしゃぶ500ｇ�Ａ５等級
三越伊勢丹選定三越伊勢丹選定 お届日指定可 冷凍便 お届日指定可 冷蔵便

三越伊勢丹選定 お届日指定可 冷蔵便
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三
三
三
三
三
三
三
品

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  12,000円

宮崎県新富町� 提供元：児玉果樹園

マンゴーを作り続け18年にもなる児玉農園自慢の「完熟マンゴー」3L
サイズ1玉を産地直送にてお届けします。「ポット栽培」という県内でも
珍しい栽培方法で、マンゴーの木を1本1本丁寧に管理しています。

宮崎県産�完熟マンゴー3L×1玉

寄附金額  42,000円

千葉県勝浦市� 提供元：有限会社渡辺水産

千葉県は全国有数の鮑の産地。殻長12㎝を超えたものが「房総黒鮑」
や「外房鮑」などのブランド水産物として認定されています。千葉県産
の鮑は身が引き締まり、肉厚で噛めば噛むほど潮の香りが広がります。

房州産�天然活け黒鮑350ｇ～

寄附金額  40,000円

寄附金額  63,000円

長野県中野市� 提供元：中野市農業協同組合

高知県南国市� 提供元：西島園芸団地

冷蔵保管し冬に出荷を行うシャインマスカットです。冷蔵保管用に房の
大きいものを選別しておりますので、食べ応えのあるシャインマスカット
をお楽しみください。12月中旬ごろより発送いたします。

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（1.4㎏）

【定期便5回】南国土佐より旬のフルーツ定期便
（10月～1月受付）

冷凍便

寄附金額  17,000円

宮崎県延岡市� 提供元：道の駅北方よっちみろ屋

北方の里山で育てた自然薯は健康な毎日への伝統食材です。年末の贈
答品にお勧めです。調理の際は、すり鉢のそこにこすりつけておろすと
自然薯特有の「コク」「ねばり」がでておいしくいただけます。

自然薯

冷蔵便

寄附金額  39,000円

三重県鳥羽市� 提供元：（株）浜与本店

本場伊勢湾で育った伊勢海老を活きの良いまま仕入れ、高温のスチー
ムで蒸し上げることで、より一層の伊勢海老の甘みを引き出し仕上げま
した。

伊勢海老活蒸し�300g×2尾

南国土佐の太陽をサンサンとあびて育ったマスクメロン、スイカ、マン
ゴー、いちご、フルーツトマトをそれぞれの旬の時期にお届けします。

冷蔵便三越伊勢丹選定

三越伊勢丹選定

三越伊勢丹選定三越伊勢丹選定 2022年7月上旬頃よりお届け 11月上旬頃よりお届け

三越伊勢丹選定

三越伊勢丹選定

お届日指定可 冷蔵便
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三
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。

寄附金額  490,000円

寄附金額  170,000円

宮崎県都城市� 提供元：協同商事

佐賀県吉野ヶ里町� 提供元：株式会社吉野ヶ里あいちゃん農園

畜産王国と呼ばれる宮崎県都城市に店舗を構える「直売所ATOM」に
て人気の宮崎牛・Mの国黒豚・都城産馬刺しを1年通して堪能できるバ
ラエティに富んだ定期便1年コースです。

【定期便】都城産宮崎牛・黒豚・馬刺しの定期便
12回コース

よしのがり野菜セット8品�定期便（年12回）

寄附金額  200,000円

山形県米沢市� 提供元：肉の上杉（株式会社NTS）

三大和牛の1つとされてる米沢牛を異なる部位で毎月お届けする６ヵ月
コースです。米沢牛を丸ごと楽しめる贅沢な定期便です。

米沢牛�毎月届く肉の定期便�6ヵ月コース

野菜ソムリエで自ら年間300品種の野菜を育てる園主が農園から直送し
ています。ご家庭向けのお野菜を中心にセレクトしお届けしています。
野菜の味がしっかりとしているのでシンプルなお料理でお試しください。

冷凍便 定期便

寄附金額  170,000円
三越伊勢丹ふるさと納税バイヤーがおすすめする返礼品。三越伊勢
丹ふるさと納税サイト内、新潟県の人気返礼品を毎月月替わりでお
届けする12ヵ月コースです。

新潟県
新潟ベストセレクト�毎月届く
美味しいもの定期便�12ヵ月コース
三越伊勢丹選定

提供元：株式会社加島屋、株式会社堀商店、株式会社きっかわ、古町糀
製造所（株式会社仲蔵商店）、竹徳かまぼこ株式会社、株式会社よね一、
株式会社クリアウォーター津南、株式会社鈴木コーヒー、株式会社つかさ
コーポレーション、加藤製菓株式会社、株式会社フタバ

定期便

寄附金額  416,000円

三重県鳥羽市� 提供元：鳥羽国際ホテル

鳥羽国際ホテルは、伊勢志摩の迎賓館として、国内外の要人を迎えて
きた由緒あるリゾートホテル。今回、伊勢志摩の恵みを活かした名物
料理を、1年間を通してお楽しみ頂ける特別コースをご用意致しました。

【12ヵ月定期便】鳥羽国際ホテル「伊勢志摩�美食便り」
冷凍便 定期便

冷凍便 定期便

CyclicCyclic

定
期
便

冷蔵便 定期便
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気
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三
期
便

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  195,000円

山梨県韮崎市� 提供元：本坊酒造（株）マルス穂坂ワイナリー

韮崎市穂坂町は、醸造用ぶどうの産地です。穂坂の大地で育まれた葡
萄で造ったワインの中から、マルス穂坂ワイナリーのソムリエが一年の
時候に合わせてお選びしたワインを毎月2本ずつお届けいたします。

マルスソムリエセレクト「毎月2本お届け」定期便12回

寄附金額  288,000円

新潟県� 提供元：株式会社加島屋

長年愛され続けている看板商品「さけ茶漬」と「いくら醤油漬」を詰め合
わせました。昔ながらの手づくりの味を大切にし、新潟の風土や食文化の
中から生まれ、受け継がれてきた郷土の味をお楽しみください。

【定期便】〈新潟加島屋〉味覚セット（2G）
12ヵ月連続お届け

寄附金額  56,000円

新潟県阿賀野市� 提供元：株式会社かたぎり

電子レンジで2分の簡単パックご飯。新潟県産コシヒカリに国産のお豆
がゴロゴロと入った食べやすい玄米ご飯です。長期保存も可能なので
常備食や備蓄にもおすすめです。3か月連続でお届けいたします。

【毎月届く定期便3ヵ月コース】
〈米屋かたぎり〉パックご飯�豆玄米ごはん12個

寄附金額  360,000円

岩手県遠野市� 提供元：キリンビール株式会社

“一番搾り”が使うのは、素材である麦から最初に流れ出る一番搾り麦
汁だけ。しかも、原料は麦100％。贅沢につくっています。上品な味わ
いをお楽しみください。

12ヶ月連続お届け【MI】
キリン一番搾り500ml×24本�K50-24冷蔵便 定期便

冷蔵便 定期便

定期便

定期便

寄附金額  47,000円

静岡県藤枝市� 提供元：株式会社バスクリン

①きき湯ギフトセットKKY30C／24包　②日本の名湯ギフトCMOG30／
24包　③日本の名湯通のこだわり5個セット／70包　薬用入浴剤【医
薬部外品】※「日本の名湯」は温泉と全く同一ではありません。

〈バスクリン社製〉入浴剤定期便Ａ（3回）1月スタート
1月：きき湯・2月：日本の名湯・3月：日本の名湯�通のこだわり

定期便寄附金額  135,000円

静岡県富士宮市� 提供元：株式会社エーエフシー

低分子コラーゲン／豚皮コラーゲンペプチド8,000㎎含有のマスカット風
味の清涼飲料水。美容サポート成分／プラセンタエキス・セラミド・プ
ロテオグリカン・ローヤルゼリー・エラスチンと高麗人参エキスも配合

〈AFC／エーエフシー定期便B〉華コラBEAUTY
（美容ドリンク）50ｍl×30本�3回お届け（1月・2月・3月）1月開始
定期便

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
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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。

寄附金額  47,000円

岐阜県高山市� 提供元：有限会社ながせ食品

飛騨の誇る飛騨牛の中でも最高ランクA5等級であり、BMS:10以上のト
ビ飛騨牛（5等級の中でも飛び抜けた牛）を使用しております。見た目、
味ともに自慢の一品です。

A5等級トビ飛騨牛サーロインすき焼き500g

寄附金額  45,000円

佐賀県上峰町� 提供元：株式会社ミートフーズ華松

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。旨みと脂の甘味による濃厚な風味は、牛肉の王
様と呼ばれるサーロインならでは。美しい霜降りも特長です。

佐賀牛サーロインステーキ200g×2枚
お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  60,000円

三重県松阪市� 提供元：瀬古食品オーシャンファーム

選りすぐりの肥育と管理で生まれる肉の芸術品。肉質はやわらかく、し
かもほどよい霜降り。牛肉の臭みがなくさっぱりとした味わいを生み、
牛肉本来の味を際立たせています。3枚、計330ｇ

松阪牛ヒレ肉ステーキ用�MHS150
お届日指定可 冷蔵便

お届日指定可 冷凍便

寄附金額  27,000円

宮崎県新富町� 提供元：株式会社ミート工房拓味

旨味のある都萬牛の中でも特におすすめの部位を厳選した焼肉セット
です。赤身が多く旨味の強い部位、霜降りが適度に入るジューシな部
位など、お客様にご満足いただけるよう厳選いたしました。

都萬牛�特選焼肉�500g

肉肉
Meat

寄附金額  90,000円
選び抜かれた神戸ビーフの中でもA5ランクに限定し、ロース部分を
すき焼き用にスライスし800gご用意しました。とろけるような舌ざわ
りとお肉本来の旨味が堪能できる神戸ビーフをお届けいたします。

兵庫県三木市� 提供元：みのり農業協同組合特産開発センター

神戸ビーフ�ロースすき焼き肉�800g�A5等級
三越伊勢丹選定 お届日指定可 冷蔵便

三越伊勢丹選定 冷凍便
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肉

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  19,000円

宮崎県延岡市� 提供元：株式会社吉玉畜産

無投薬で7～8カ月間じっくり時間をかけて育てるので、しっかりとした
味わいの豚肉になります。たっぷりの愛情を注ぎ育て上げた豚本来の
味をお楽しみください。

延岡よっとん�特上ロースステーキ4枚（1㎏）
お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  15,000円

宮崎県日向市� 提供元：株式会社甲斐精肉店

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
歯ごたえとジュワーっとジューシーな旨味があふれる肉質が特徴です。
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。

みやざき地頭鶏�もも肉カット1.44㎏
お届日指定可 冷凍便

寄附金額  75,000円

埼玉県三芳町� 提供元：日進畜産工業株式会社（日進ハム）

国内産黒毛和牛サーロインの表面を焼いてからじっくり熱を加え、旨み
を閉じ込めました。切り口の美しい霜降り、しっとりとしたとろけるよう
な口あたりは格別です。

黒毛和牛ローストビーフサーロイン480g
（ソース、レホール付き）FN-20RB
お届日指定可 冷凍便

冷凍便

寄附金額  17,000円

茨城県境町� 提供元：株式会社塚原牧場

ジューシーな赤身とキレのある脂身のバランスが絶妙な「梅山豚」。繊
細な味わいのロース肉、野趣を感じる肩ロース肉、キレの良い脂身の
バラ肉、赤身の旨味を味わうモモ肉。4部位の食べ比べセットです。

塚原牧場の梅山豚�しゃぶしゃぶセット（640g）

寄附金額  30,000円

山形県米沢市� 提供元：株式会社米沢牛黄木

創業大正12年、「米沢牛黄
おお

木
き

」が直営するレストランがレシピを監修し
たハンバーグです。米沢牛と国産豚の合挽き肉の旨味を引き出した3種
類の味わい。湯煎するだけで簡単にお召し上がりいただけます。 

黄
お お

木
き

の米沢牛入り�ハンバーグセット（13個入）

寄附金額  24,000円

秋田県鹿角市� 提供元：社会福祉法人花輪ふくし会（かづのわくわくファクトリー）

シンプルに塩焼きすると比内地鶏本来の旨みをご堪能いただけます。ス
テーキのほか、唐揚げや照り焼き、チキンカツ、サラダチキンなど幅広
くお使いいただけます。

比内地鶏ステーキセットＦ【3】
（もも肉3パック計705g・むね肉3パック計705g）
冷凍便

冷凍便
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魚
介

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。

寄附金額  22,000円

宮城県気仙沼市� 提供元：（株）石渡商店

出来たて作りたての姿煮をご家庭で楽しんで頂けるよう、面倒な下処理
を終えた真空パックのフカヒレを特製スープで煮込んでとろみを付けて
頂ければ、本格的な姿煮が楽しめます。

〈石渡商店〉フカヒレ紅焼姿煮�100g
お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  58,000円

山口県周南市� 提供元：徳山ふくセンター

厳選された国産のとらふくのみを使用した４人前の刺身セット。一度も冷
凍していない身を一枚一枚丁寧にひいています。また、厚めにひいている
ので一枚からでもしっかりとした歯ごたえと甘みを楽しむことができます。

国産とらふく刺身セット（4人前）

寄附金額  31,000円

北海道白糠町� 提供元：広洋水産株式会社

工場で卵が取り出されてから醤油に漬かるまでの時間は30分以内。生
産中は10度以下に冷却された塩水を使用するなど徹底した温度管理を
行っているので作り立ての味わいをお楽しみいただけます。

北海道海鮮紀行いくら醤油味�500g（250g×2）
冷凍便

寄附金額  24,000円
長年愛され続けている看板商品「さけ茶漬」をはじめ、加島屋自慢
の瓶詰を詰め合わせました。昔ながらの手づくりの味を大切にし、
新潟の風土や食文化の中から生まれ、受け継がれてきた郷土の味
をお楽しみください。 

新潟県� 提供元：株式会社加島屋

〈新潟加島屋〉中瓶詰合せ（BM3-06）
お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  68,000円

北海道弟子屈町� 提供元：株式会社加藤水産

人気の蟹と、秘伝の味で加工したいくら醤油漬けをセット。極太の足に
詰まった蟹身の食べ応えは、タラバガニだからこそ味わえる満足感。い
くらは北海道で水揚げされたばかりの鮭から、鮮度の良いものを厳選。
タラバガニ足 4Lサイズ1㎏（2～3人前）いくら醤油 80g×2個

タラバガニ足�1㎏＆いくら醤油漬け�80g×2個セット

冷凍便

魚
介
魚
介

Seafood

11月上旬頃よりお届け
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魚
介

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  150,000円

兵庫県新温泉町� 提供元：有限会社山米鮮魚

加工場が港から5分ほどの場所にあり、セリ落としてすぐの鮮度抜群の
状態でこの道40年の職人が茹で上げています。ご賞味ください。茹で
松葉ガニ700g（原体）×2枚　※茹でると１割程度減ります。

松葉ガニの本場よりプロ茹で松葉ガニ（冷凍）
700g×2枚
お届日指定可 冷凍便

お届日指定可 冷蔵便

お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  19,000円

北海道白糠町� 提供元：東和食品株式会社

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。

味付数の子�200ｇ×3入
冷凍便

冷凍便

寄附金額  96,000円

北海道弟子屈町� 提供元：株式会社加藤水産

蟹の専門店として昭和38年から蟹や海鮮の卸販売をしてきた加藤水産。
全国に美味しい蟹をお届けするために、美味しさを追求し笑顔と真心を
お届けします。

毛蟹�4尾～6尾�2㎏

寄附金額  120,000円

福井県越前町� 提供元：福丸ごーじょーもん

福丸の魅力は何といっても自分たちが漁師であるので、漁獲した蟹を
すぐに持ち帰り、自分たちで加工するためどこよりも新鮮な状態でお届
けできる点。獲れたてのかにを活きの良いまま持ち帰ることができます。

〈福丸〉越前がに�大（800g×1枚）

寄附金額  12,000円

福岡県古賀市� 提供元：株式会社やまやコミュニケーションズ

一腹一腹がほどよい大きさで、168時間じっくり熟成させた「美味」は辛
子明太子の美味しさが充分楽しめるお品。創業以来継ぎ足しながら守り
続ける漬け込みたれを使用し、コク深く、風味豊かに仕上げています。

〈やまや〉（31312）美味無着色辛子明太子�270g

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：ジャパンキャビア株式会社

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続くキャビア。
G7伊勢志摩サミットの晩餐会で採用され、国際線ファーストクラスや
ニューヨークのミシュラン星付きレストランなど海外でも親しまれています。

宮崎キャビア1983�20g

11月中旬頃よりお届け
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青
青

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。

寄附金額  20,000円
岩田屋のフルーツコーナーでおなじみ、南国フルーツが選定したあ
まおうです。形も綺麗で、甘さと酸味のバランスが絶品です。ギフト
箱に入っているので、贈答用にもおすすめです。24粒～30粒

福岡県古賀市� 提供元：南国フルーツ

福岡産�あまおう�24～30粒
冷蔵便

青
果
青
果

Fruits and
Vegetables 

2022年2月上旬頃よりお届け
寄附金額  18,000円

新潟県� 提供元：苺の花ことば

しんしんと雪が降り積もる中、愛情を込めて育てた完熟いちご越後姫で
あなたに笑顔と幸せをお届けします。幸せをお届けするために量よりも
質を選んだ栽培方法や安心安全のために定植後、化学農薬不使用。

雪国完熟いちご越後姫化粧箱シングル（380g）
12月上旬頃よりお届け

寄附金額  40,000円

栃木県矢板市� 提供元：株式会社澳原いちご農園

いちご大国栃木で開発された甘みの強い大玉の品種、スカイベリーで
す。果実は大きく、上品で爽やかな味わいが特徴です。

とろける甘さ！完熟朝摘み出荷スカイベリー�デラックス
（450g×2、18～24粒）
冷蔵便

冷蔵便

12月中旬頃よりお届け

寄附金額  20,000円

岩手県奥州市� 提供元：有限会社佐々豊

「江刺りんご」は食味と品質が日本トップクラスと評価されている「りん
ご」です。りんご作りに最適な奥州市江刺地区の気象及び土壌条件、
そして生産者の高い栽培技術がその食味と品質を生み出します。

江刺りんご「サンふじ」と岩手県産「プレミアム冬恋」
2.5㎏セット
12月上旬頃よりお届け寄附金額  17,000円

新潟県加茂市� 提供元：たかはし果樹園

新潟県の「ル レクチエ果実品評会」にて2009年と2017年の二度の最
優秀賞を含む多くの入賞を誇る、ル・レクチェです。芳醇な香りと濃厚
な甘さ、なめらかな舌触りが特長の高級西洋梨、どうぞご堪能下さい。

〈たかはし果樹園〉ル・レクチェ2㎏
11月下旬頃よりお届け
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青
青

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  15,000円

熊本県玉名市� 提供元：株式会社水本オレンジガーデン

明治時代から120年以上、みかんを作り続けている歴史ある水本オレン
ジガーデンのみかんです。不知火は、皮がむきやすく甘みと酸味のバラ
ンスが絶妙なため、お子様と一緒に食べていただきたいフルーツです。

不知火3.5㎏
冷蔵便 2022年3月上旬頃よりお届け

寄附金額  11,000円

和歌山県湯浅町� 提供元：株式会社小南農園

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3㎏

有田みかん�3㎏
11月下旬頃よりお届け

寄附金額  18,000円

愛媛県西予市� 提供元：マルワフルーツ園芸

樹に生るゼリーといわれる愛媛まどんな。ぷるるん果肉のとろけてほど
ける食感はこの柑橘だけの唯一無二の味わいです。

愛媛県産�愛媛まどんな�果実3㎏
11月下旬頃よりお届け

寄附金額  19,000円

愛媛県松山市� 提供元：JA全農えひめ

愛媛県産温州みかんは、島嶼部を中心に栽培されており、傾斜地を利
用した高品質みかんとして高い人気を得ています。皮は手でむくことが
でき、糖度が高く、コクのあるみかんをご賞味ください。

温州みかん〈道後物語〉�5㎏
11月中旬頃よりお届け

寄附金額  19,000円

山形県尾花沢市� 提供元：尾花沢市観光物産協会

「佐藤錦」は適度な酸味と果肉の厚みと甘さとのバランスが優れている
品種です。雪の多い尾花沢で、手間暇かけて育てたさくらんぼ。昼夜
の寒暖の差が美味しさの秘訣です。

尾花沢産さくらんぼ「佐藤錦」1㎏�化粧箱詰め
冷蔵便 2022年6月下旬頃よりお届け

寄附金額  20,000円

山梨県甲斐市� 提供元：株式会社Katerial

佐藤錦と比べて甘みが強く果肉の歯ごたえもしっかりとあり、ぶどう界
のシャインマスカットと並び、近年人気急上昇中の品種です。2L以上の
ものに厳選してお届けします。500g

さくらんぼ�早生紅秀峰
冷蔵便 2022年5月下旬頃よりお届け
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青
青

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。

寄附金額  30,000円

山梨県甲斐市� 提供元：株式会社Katerial

マイハートは粒がハート型の赤いシャインマスカット。基本的に種がなく
果皮は薄く、皮ごと食べられます。パリッとした歯ごたえで、高貴な香り
と上品な甘みが特徴。シャインマスカットと食べ比べてお楽しみください。

超希少種マイハート1房＆シャインマスカット2房
冷蔵便 2022年9月中旬頃よりお届け

寄附金額  20,000円

福島県桑折町� 提供元：ふくしま未来農業協同組合

あかつきは、全国に誇る福島を代表する品種で、平成28年には「献上
桃の郷」の商標登録が認められました。その「献上桃の郷」ブランド
の桃をお届けします。

もも（あかつき）特秀3㎏「献上桃の郷」ブランド認定品
冷蔵便 2022年7月下旬頃よりお届け

寄附金額  18,000円

茨城県鉾田市� 提供元：フォレストパーク メロンの森

メロンの本流として気品あふれる風格をもつ最高級品種を収穫した中で
も、さらに網目模様、成りつる等を厳選してお届けいたします。

【厳選】マスクメロン1個入
冷蔵便 2022年8月下旬頃よりお届け

寄附金額  14,000円

鳥取県江府町� 提供元：JA全農とっとり

「新甘泉」は鳥取県園芸試験場が育成し、平成20年2月に登録された
新品種です。酸味が少なく、高糖度の新甘泉をぜひご賞味ください。

鳥取県産�新甘泉【秀】1.8㎏
三越伊勢丹選定 2022年9月上旬頃よりお届け

寄附金額  20,000円

長野県須坂市� 提供元：そのさとファーム

水はけの良い果実栽培に適した須坂市で採れた大粒のナガノパープル
をお届けします。種が無く、皮ごと食べられる大粒のぶどうです。爽や
かな甘さが特徴です。

ナガノパープル5Lサイズ650g×1房�NP-1
三越伊勢丹選定 冷蔵便 2022年9月上旬頃よりお届け

寄附金額  45,000円

北海道新得町� 提供元：有限会社友夢牧場

『青空（R）メロン』は北海道初の水耕栽培メロンです。栽培時に農薬を
使わず、高糖度かつ上品な香りの、他にはない高級マスクメロンを丹
精込めて作りました。1玉

青空（R）メロン�十勝冬の王様〈極み〉
11月下旬頃よりお届け
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青
青

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  25,000円

宮崎県串間市� 提供元：やました農園

日照時間が長い宮崎県で、たくさんの光をあびた濃厚な甘さと酸味の絶
妙なバランスがとれたやました農園の完熟マンゴーです。完熟して自ら
ネットに落ちたマンゴーだけを収穫し、すぐに農園から直送いたします。

宮崎完熟マンゴー�4L�1玉
冷蔵便 2022年6月中旬頃よりお届け

寄附金額  14,000円

山形県鶴岡市� 提供元：有限会社山長ながほり（ながほりファーム）

だだちゃ豆発祥の地、寺田地区と白山地区より毎朝日が昇る前早朝よ
り収穫し、その日のうち選別、出荷。新鮮な枝豆をお届けいたします。 

権四郎だだちゃ豆（500g×3袋）
冷蔵便 2022年8月上旬頃よりお届け

寄附金額  13,000円

北海道美幌町� 提供元：美幌町農業協同組合

ヨーロッパ（フランス）のじゃがいもの品種で、美幌町は北海道でも数
少ないサッシーの産地。男爵のようにコロっと丸く、中身は黄色い、栗
のような甘みを持ち、ホクホクした食味が魅力です。

ばれいしょ「サッシー」10㎏
10月中旬頃よりお届け

寄附金額  15,000円
冷蔵便

北海道洞爺湖町� 提供元：宮内農園 佐々木哲三

「小さな、静かな、水辺の郷」北海道洞爺湖のほとりにある財
たからだ

田地区
でとうもろこしの栽培をしております。出荷するとうもろこしは、朝採り、
2Lサイズをお届けいたします。

洞爺湖町財田産とうもろこし（恵味）10㎏、20～22本
2022年7月下旬頃よりお届け

寄附金額  27,000円

北海道美幌町� 提供元：美幌町農業協同組合

冬期間においても国産アスパラガスの生産を可能にしたのが世界で唯
一、日本だけで行われている“伏せ込み栽培法”です。冬期間に生産さ
れる大変貴重なアスパラガスです。

伏せ込みアスパラガス「冬姫」1㎏（2L）
冷蔵便 12月上旬頃よりお届け

寄附金額  20,000円

宮崎県新富町� 提供元：有限会社森緑園

10年余りをかけて国産ライチの研究に取り組み誕生。鮮やかな赤色の
果皮をむくと驚くほどたっぷりの果汁があふれだし今まで味わったこと
のない、とびきりの瑞 し々さと香りが詰まっています。40g×10玉

新富ライチ
冷蔵便 2022年6月上旬頃よりお届け
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品

米

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。

Rice
米

寄附金額  16,000円

新潟県南魚沼市� 提供元：株式会社吉兆楽

雪蔵仕込み�氷温熟成（R）南魚沼産こしひかり5㎏（巾着）

契約農家が丹精を込めて栽培した南魚沼産地限定のコシヒカリ。お米を
出荷するまでの間、5度以下の雪蔵倉庫に保管し鮮度を保持。さらに氷
温熟成（R）加工によりお米の「旨味・甘味・モチモチ感」を引き出しました。

寄附金額  18,000円

山形県鶴岡市� 提供元：鶴岡市江花有機微生物農法研究会 佐藤伸和

庄内産つや姫特別栽培米5㎏

山形県で10年の歳月を掛けて開発された「つや姫」。庄内地方の鶴岡市
で土づくりから拘った江花農法で育てた生産者限定のつや姫です。際立つ
粒の大きさ・白い輝き・旨さ・香り・粘りは、ごはんそのものがご馳走です。

農業生産法人越後ファームが生産し、日本橋三越本店・伊勢丹新宿店
で販売されているコシヒカリです。奥阿賀の棚田で生産し、鮮度にこだ
わった甘み豊かな味わいのあるお米です。

新潟県阿賀町� 提供元：越後ファーム株式会社

今摺米�特別栽培�新潟県奥阿賀産こしひかり5㎏
（生産者：越後ファーム）

寄附金額  20,000円

自然豊かな環境で、有機質肥料を使って育てました。ミルキークイーンは、
粘りが強いのが特徴。冷めてもかたくなりにくい、ふっくらとした味わ
いをご賞味ください。

寄附金額  12,000円

山形県米沢市� 提供元：佐藤ファーム

特別栽培米山形ミルキークイーン2㎏

寄附金額  10,000円

新潟県� 提供元：株式会社堀商店

越後新潟�黄金もち3個（10枚入×3袋）

新潟産「こがねもち」を100％使って、杵つきで搗き上げた本格越後餅。
つなぎ等は一切使わず、煮ても煮とけることなく、どのような調理でも濃
厚な甘みを堪能できます。使い勝手、保存性に優れた無菌個包装パック。

寄附金額  16,000円

岐阜県高山市� 提供元：株式会社和仁農園

“ダイヤモンド褒章受章農家”飛騨コシヒカリ
「黄金の煌き」5㎏

自社の有機肥料で作った土と、奥飛騨の森のミネラルをたっぷり含ん
だ山からのきれいな水、寒暖差の大きい気象条件が育むお米です。ぜ
ひ美しいツヤと圧倒的な強い粘り、香りをお楽しみください。
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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。

加工品
Processed foods

寄附金額  20,000円

滋賀県東近江市� 提供元：株式会社招福楼

〈招福楼〉えぞ鮑やわらか煮

蝦夷鮑を姿のまま調製いたしました。冷やしても、また袋から取り出し
少し温めても美味しくお召し上がりいただけます。お好みの厚さに切り
分け、鮑の軟らかさと厚みのある食感をお楽しみください。3個入り

寄附金額  15,000円

福岡県古賀市� 提供元：株式会社林久右衛門商店

〈久右衛門〉本格和風だしお吸物詰合せ（ZG30J）

創業明治十八年の「林久右衛門商店」から、鰹節専門店ならではの「だ
し」を活かしたお吸物をお送りいたします。一枚ずつ手焼きした最中の
中に手作業で、各具材のお吸物を真心こめて詰めております。9椀入

寄附金額  12,000円 寄附金額  35,000円

新潟県� 提供元：竹徳かまぼこ株式会社 埼玉県三芳町� 提供元：日進畜産工業株式会社（日進ハム）

〈竹徳かまぼこ〉板かまぼこ詰合せ（板蒲鉾×2本） 〈日進ハム〉�FN-930�佐助�ハム・ソーセージ3種詰合せ

天然イトヨリダイを100％使った板かまぼこを詰め合わせセットにしました。
保存料不使用ながら、保存性に優れた蒲鉾となっております。そのまま食
べるだけでなく、さまざまな料理にご利用いただける定番お品物です。

岩手県〈久慈ファーム〉の「折爪三元豚 佐助」を使用し、日進ハム創
業100余年の技術で仕上げたハム・ソーセージの詰合せです。柔らか
でジューシーな肉質と肉本来の旨みをご堪能ください。

寄附金額  10,000円

佐賀県佐賀市� 提供元：株式会社山本海苔店

〈山本海苔店〉「紅梅」詰合せ30号

九州有明海産の一番摘みの海苔の中から、良質な海苔を一枚一枚吟
味し焼きあげ銘々パックした焼海苔と手巻き寿司に適した焼海苔との詰
合せ。焼海苔10袋詰（8切5枚）、手巻き用焼海苔3袋詰（2切5枚）

寄附金額  20,000円

兵庫県新温泉町� 提供元：アイガモの谷口

但馬鴨鍋セット�大

アイガモ農法の米作り農家が届ける、鴨鍋セット。ワイン色のお肉から
は力強い旨味が溢れます。但馬鴨肉360g、但馬鴨鍋ダシ1200ml、但
馬鴨つくね130g、たにぐちのアイガモ米絹もち5個

お届日指定可 冷凍便お届日指定可

お届日指定可 冷蔵便 お届日指定可

お届日指定可 冷蔵便冷蔵便
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酒

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。

酒
Alcohol

寄附金額  80,000円 寄附金額  15,000円

山梨県韮崎市� 提供元：本坊酒造（株）マルス穂坂ワイナリー

自社農園「穂坂日之城農場」産ワイン4本セット（赤2+白2） コエドビール瓶12本セット（333ml×12本）

「穂坂日之城農場」では、白ワイン用葡萄2品種と赤ワイン用葡萄5品種
を栽培しています。自社農場の葡萄で醸造し、樽熟成を重ねたワインを
白2本、赤2本で計4本をお届けいたします。750ml×4本

埼玉・川越で「Beer Beatiful」をコンセプトに香り、味わい、色の異
なる６種類のビールを醸造しております。コエドプレミアムビールセット
はコエドの定番全てのラインナップが楽しめるセットです。

埼玉県三芳町� 提供元：株式会社協同商事コエドブルワリー

山梨県北杜市� 提供元：山梨銘醸株式会社

七賢�高級スパークリング日本酒�飲み比べ720ml×3本セット
新潟県� 提供元：石本酒造株式会社

寄附金額  33,000円

冷蔵便お届日指定可 冷蔵便

越乃寒梅人気の純米大吟醸、純米吟醸の全種をセットに。スッキリしてラ
イトな味わいの灑から、深く繊細な飲み口の金無垢まで一度に味わえる飲
み比べ３本セットです。

寄附金額  28,000円

宮崎県都城市� 提供元：松石酒店
赤、黒、白霧島（25度900ml瓶各1本）・
千本桜（20度）900ml瓶・
べいすん麦（20度）・（25度）各720ml1本
霧島酒造を代表する銘柄セット。本格いも焼酎は、地元都城市でも毎
日の愛飲焼酎として人気です。お湯割り、水割り、ロック、ソーダ割等
お好みでお楽しみ下さい。

寄附金額  16,000円

寄附金額  68,000円

宮崎県国富町� 提供元：法華嶽八町坂

どぶろくしこたま辛口・甘口セット�900ml×各1本

2008年、国のどぶろく特区認定をうけ製造開始。農薬・化学肥料不使
用のイセヒカリを使い女性杜氏が手作りしてます。アルコール度10度前
後のやさしい甘口と、12度前後のスッキリな辛口のセットです。

サントリー白州蒸溜所のウイスキー樽で寝かせた「杜の奏」、七賢スパー
クリング不動の定番「星の輝」、仕込み水の代わりに純米酒で贅沢に仕
込んだ「空の彩」。味わいの違いをお楽しみください。各720ml×各1本

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

お届日指定可

お届日指定可 冷蔵便

【石本酒造】越乃寒梅�人気純米銘柄3本セット
（各720ml）
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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。

菓子・他
Sweets, Others

寄附金額  21,000円

静岡県御殿場市� 提供元：株式会社虎屋

〈とらや〉竹皮包羊羹2本入

江戸時代から、とらやの御
ご

用
よう

記録に残る竹皮包みの羊羹。1本の中に
羊羹が2つ入っています。夜の梅（小倉）・おもかげ（黒砂糖入）×各
1本 各660g（330ｇ×2）

寄附金額  40,000円

岩手県雫石町� 提供元：小岩井農牧株式会社

小岩井農場アイスクリーム�カスタードバニラ24個セット

小岩井農場酪農発祥の地である上丸牛舎の生乳のみの使用しました。
乳牛の主食である牧草やデントコーン（とうもろこし）は、小岩井農場
内にある約640haの圃場で生産しています。

寄附金額  20,000円

山形県高畠町� 提供元：株式会社千疋屋総本店

〈日本橋�千疋屋総本店〉フルーツポンチ�プレーン6瓶詰合せ

140年以上の歴史を持つ千疋屋総本店フルーツパーラー伝統の味をご
家庭にて簡単にお召し上がり頂けます。白桃・黄桃・さくらんぼ・洋梨・
パイナップル・リンゴの美味しさを瓶に閉じ込めました。

寄附金額  15,000円

山梨県笛吹市� 提供元：株式会社洋菓子舗ウエスト

〈銀座ウエスト〉ドライケーキ詰合せ（DC-D）

国内産地指定の原乳によるバターと小麦粉生地を256層に折りたたみ、
職人の手作業で仕上げた代表作リーフパイとヴィクトリア等の焼菓子を
セットにしました。リーフパイ6枚、クッキー16袋（個包装）

三重県鳥羽市� 提供元：鳥羽国際ホテル

〈鳥羽国際ホテル〉ブルーベリーチーズケーキ
直径21㎝（MKtｰ003）お届日指定可

冷凍便 寄附金額  14,000円

新潟県� 提供元：有限会社ヤスダヨーグルト

ヤスダヨーグルト�のむヨーグルト�900g×6本

新潟県産生乳のみを87％以上使用した、濃厚でコクのある「のむヨー
グルト」です。生乳の風味を活かしながら、爽やかな酸味とほどよい甘
さでバランスよく仕上げました。

お届日指定可 冷蔵便

お届日指定可

濃厚なチーズの味わいをブルーベリーの甘酸っぱく爽やかな酸味を是
非ご賞味ください。

寄附金額  18,000円冷凍便お届日指定可
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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。

食器・キッチン用品
Tableware,  Kitchen goods

千葉県大網白里市� 提供元：菅原工芸硝子

〈Sghr�スガハラ〉日本酒グラス「KiKiNO」
スターターセット
日本酒の美味しさの源である「米生産者」「蔵元」に想いを巡らせ、日
本酒ディレクター田中順子氏との共同開発により作られたグラス。日本酒
の主な4タイプに合わせて、その個性を感じることができる4種セットです。

寄附金額  44,000円

寄附金額  74,000円

石川県輪島市� 提供元：輪島キリモト

端反椀・中・本朱

やや外に反った上縁、そこから高台へ続くなめらかな曲線が美しい「端
反椀」。石川県輪島にて、200年以上「木と漆」の仕事に携わってきた〈輪
島キリモト〉による、使い込むほどに愛着がわく器です。

寄附金額  209,000円

新潟県燕市� 提供元：株式会社サクライ

ジョエル・ロブション�セレクション

世紀の料理人と称されるジョエル・ロブション氏と新潟県燕市の〈サク
ライ〉が共同開発したカトラリー6客用18ピースセット。フォルムから重さ、
仕上げ、使いやすさまでロブション氏のこだわりが反映されています。

寄附金額  43,000円

和歌山県九度山町� 提供元：塗り工房ふじい

サラダボウル300・古代塗り金箔漆黒

表面はガラスのためカトラリーの使用が可能な漆器プレート。古来より
日本に伝わる伝統色に金箔銀箔をあしらい、漆色の豊かさを引き立て
た古代色です。何層にも塗り重ねられた色で一つの色を表現しています。

寄附金額  250,000円

石川県輪島市� 提供元：中島忠平漆器店

NEGORO3段重・曙

曙塗は、朱漆を塗った上に黒漆を塗り重ね、上塗りの黒を磨いて、下
地の朱を出します。闇から光がさすように見えるので「曙」と言われて
います。NEGOROの「漆の美」をご堪能ください。

寄附金額  88,000円

石川県輪島市� 提供元：四十沢木材工芸

輪花盆�大中小セット

食卓や日常生活で華やかさを演出してくれるお盆です。大サイズはお一
人用のトレイとして、中サイズはティータイムにカップとお菓子を添えて、
小サイズは菓子皿や大切なアクセサリー置きとしてご使用いただけます。

©AIZAWA Wood Works, Photo yutaka, Styling uchimocodo
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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  63,000円

島根県安来市� 提供元：有限会社守谷宗光

青紙スーパー�口金付三徳包丁�手研仕上�刃渡18㎝

玉鋼の積出港として栄えた安来に伝わる和鋼の伝統知識と、現代の技術
を駆使して造られる「安来鋼青紙スーパー」を使用した三徳包丁。熟した
トマトも潰さず切れるほどの切れ味で、口金仕様で衛生的なタイプです。

寄附金額  44,000円

三重県伊賀市� 提供元：長谷製陶株式会社

伊賀焼�炊飯土鍋「かまどさん」三合炊き

火加減なしでふっくらおいしいご飯が簡単に炊き上がります。肉厚成形な
ので熱をしっかり蓄えて、火を止めた後も沸騰を持続、余熱でじっくり蒸
らします。二重蓋なので、圧力釜の機能を果たし、吹きこぼれも防ぎます。

寄附金額  15,000円

新潟県燕市� 提供元：株式会社ヨシカワ

「EAトCO」バターケースコンテナ、
ヌル�バターナイフセット

「EAトCO」の切り分けしやすい目盛りつきで密閉性が高いバターケースと、
固いバターを糸状に削ってふんわり塗れ、ギザ刃部分はコゲ落としにも。
取手と刃部は溶接ではなく一体成形なので丈夫なバターナイフセット

寄附金額  55,000円

岩手県奥州市� 提供元：及源鋳造株式会社

「OIGEN」南部鉄器�鉄瓶�八千草1.2L

長い伝統を誇る南部鉄瓶の中ではユニークな形がかわいらしいモダンな
のにノスタルジックな「八千草」。傾けても蓋が落ちにくい形で、大きす
ぎず小さすぎず注ぎやすい大きさです。ＩＨ対応可／200VIH・卓上IH

寄附金額  100,000円

新潟県燕市� 提供元：株式会社宮﨑製作所

「ずっと使える、重なるお鍋」十得鍋（5点セット）

金属加工の街、新潟県燕市生産の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十得鍋5点セット（16・18・20㎝ソースポット、
兼用蓋、片手ハンドル）です。鍋を重ねてコンパクトな収納が可能。

寄附金額  41,000円

和歌山県九度山町� 提供元：紀州新家

〈紀州新家〉手打ちおろし金�中�12段打ち

日本固有の調理器具である特徴を受け継ぎながら、現代に合わせデザイ
ンされた銅おろし金。板面に対してまっすぐ、一つ一つ手仕事で緻密に立
てられた刃により、繊維を潰さずふんわりとした食感をお楽しみ頂けます。
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お届日指定可  お届け日の指定を承ることができます。　 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。　 大物配送  お届けが出来ない地域がございます。

寄附金額  78,000円

山梨県都留市� 提供元：株式会社サンモト

ダウンピロー�ストマックスリーパー�約50㎝×70㎝

詰め物はダウン90％・フェザー10％の羽毛を500g使用。側生地は綿
100%のサテン生地。羽毛の吹き出し防止のため生地を2重に。この枕は
枕全体がなだらかで端にいくほど細かくなるような独自設計構造です。

寄附金額  15,000円

大阪府阪南市� 提供元：渡辺パイル織物株式会社

ほわほわサンホーキン�フェイスタオル箱入れ／オフホワイト3枚
パイル部分：大正紡績糸使用／今治タオルブランド認定商品

大阪府阪南市にある大正7年創業の大正紡績のヨセミテアベニュー糸を
パイル部分に使い、愛媛県今治市で綿本来の柔らかさを大切にふんわり
織り上げたタオル。今治タオルブランド商品　認定番号：第2020-801号

寄附金額  380,000円

山梨県都留市� 提供元：富士新幸株式会社

kokiku［シングル］ダウンパス�二枚合わせ羽毛掛けふとん
ポーランドホワイトグース�ダウン90％

合掛け0.95㎏＋肌掛け0.25㎏の二枚合わせの羽毛掛けふとん。オール
シーズン便利に使えます。2枚のふとんを一緒に使用する時に、ずれに
くくするためのスナップボタン付き。サイズ：150×210㎝

寄附金額  225,000円

山梨県市川三郷町� 提供元：昭和西川株式会社

〈昭和西川〉ムアツ敷きふとん2フォーム100�シングル

点で支えるムアツふとん。凹凸構造と計算されたタマゴ型フォルムで、寝
ごこち、通気性にこだわり、快適な寝姿勢を支えます。こちらの返礼品は
寄附お申し込み後に送付先様に、担当者よりお届けの確認連絡を致します。

寄附金額  184,000円

大阪府泉大津市� 提供元：大野繊維工業株式会社

〈ニッケ毛布〉カシミヤ毛布（毛羽部分）

「繊維の宝石」と称されるカシミヤを毛羽部分に使用した毛布。細く艶やか
な毛質が生み出す光沢感のある滑らかな触り心地が特徴。あたたかく全
身を包みます。日本屈指の毛布産地である大阪／泉大津市で仕立てました。

寄附金額  63,000円

大阪府泉大津市� 提供元：日の出毛織株式会社

〈レルシエンテ・ルホ〉オーガニックコットン
ブランケット（杢）
オーガニックコットン100%NOC認定商品／糸と糸の間に空気を含み独自
設計で軽量、優しい肌触りのオーガニックコトンの綿毛布。オーガニック
コットン毛布生産25年の歴史ある日の出毛織の匠の技です。

寝具・タオル
Bedding, Towel

ギフト のしお届日指定可

大物配送
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寄附金額  262,000円

滋賀県東近江市� 提供元：株式会社招福楼

招福楼本店限定お食事券・季節を感じる
おまかせコース�MI-2�2名様
老舗料亭『招福楼本店』で「禅の精神とお茶の心を基とする料理」をお
楽しみ頂くお食事ご招待カード。昼食も夕食も、月毎に趣向・料理・器が
変わるコース料理。発行日より6カ月間有効。ご予約の上、お出かけ下さい。

寄附金額  429,000円

茨城県つくばみらい市� 提供元：取手国際ゴルフ倶楽部

取手国際ゴルフ倶楽部土日祝プレー券（４名様）
東コース乗用カートセルフプレー限定

2015年、世界ゴルフに殿堂入りした青木功氏監修の元、コース改修が
行われ、2018年には開場60周年を迎えました。重厚な松林に囲まれ戦
略性に富んだコースをお楽しみください。

寄附金額  64,000円

山形県米沢市� 提供元：株式会社nitorito

〈nitorito〉oh,hori/lilac�ウールコットンストール

歴史ある四季の美しい米沢市の上杉家城跡のイメージしたデザイン。空
気を包むように編み上げ、ほっこりするニットの風合いのストール。巻
き方によって右左の色の見え方が異なり色々な表情に。約65㎝×175㎝

寄附金額  173,000円

岐阜県高山市� 提供元：オークヴィレッジ株式会社

折りたたみ小机�ナチュラル

徹底したシンプルさに、最大限の機能性を持たせた折りたたみ式の文
机。折りたたんだ時の高さは約8㎝、重さは約8㎏と、収納にも場所を
取らず、女性でも持ち運びしやすいサイズです。

寄附金額  1,174,000円

岩手県雫石町� 提供元：（株）クロノス

セイコープロスペックス・ダイバーモデル�SBDX023

限界に挑戦する人々に向けた、本格機能のスペシャリティ・スポーツ
ウォッチ。高度な精密加工技術と、職人の熟練の技を駆使して組み立て
られています。

寄附金額  195,000円

山形県米沢市� 提供元：米沢絨毯有限会社（米沢緞通・滝沢工房）

米沢緞通ラグ�お花

米沢緞通は腰が強く密度がある織り方が特徴。山形の風景／目の前の
風景を絨毯に織込みました。冬が終わり一番最初に咲く花。その花は春
の訪れを教えてくれます。約63㎝×45㎝　素材：パイル部分：毛100％

雑貨・サービス
Daily goods, Service
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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
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特集ピックアップ

特集・キャンペーン一覧ページはこちらから�➡�

食べて応援！�生産者応援品

新型コロナウイルスの影響で行き場のない商品を、1人でも多くの方に
お届けするために、特別なふるさと納税の返礼品としてご用意しまし
た。全国の特産品をおいしく味わうことが、地域の活性化につなが
る企画です。ぜひお楽しみください。

定期便特集

定期的に複数回、返礼品が家まで届くサービスです。毎月使う消耗
品や、持ち運ぶのが重い飲料などを頼むととっても便利。毎回違う特
産品が届くバラエティに富んだ定期便もあり、いろいろな特産品を楽
しむこともできます。

年内お届け特集

年末年始のごちそうやお年賀など、年越し準備は三越伊勢丹ふるさ
と納税で。すき焼き・しゃぶしゃぶなどのお鍋や冬の味覚、蟹のほか、
お餅など、年内にお届け可能な特産品を取り揃えています。一部の
返礼品は年末指定日でのお届けが可能です。

おせち特集

お正月にかかせない「おせち」は三越伊勢丹ふるさと納税で。老舗
料亭や有名ホテルのおせちをご紹介します。
※�お重箱に好きな具材を詰めておせちを楽しみたい方には、単品の
おせちの具材を「年内お届け特集」にてご紹介します。

お歳暮特集

ふるさと納税の返礼品を贈り物に。離れて暮らすご両親、ご親戚、
ご友人など身近な方へ、地域の魅力がぎっしり詰まったふるさと納税
の返礼品をお歳暮としてお届けすることができます。お歳暮の「のし」
に対応したバイヤーこだわりの特産品の数 を々ご用意しております。

※なくなり次第終了

■10月27日（水）午前10時～12月15日（水）午前10時

■10月27日（水）午前10時～12月20日（月）午後6時
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店頭カウンター＆催事

社会貢献の取り組み

はじめての方でも安心、ふるさと納税のサポートが受けられる店頭カウンターを
三越伊勢丹グループ百貨店にて順次開催しております。
制度のご説明や、おすすめの返礼品のご紹介まで、スタッフが直接ご案内させていただきます。
各店舗における開催スケジュールはサイトからご確認ください。
パソコンの操作が苦手な方のための「入力サポート」サービスも実施中です。

催事のお知らせ
三越伊勢丹ふるさと納税では、ふるさと納税で地域を応援するイベント、『三越伊勢丹ふるさ
と納税展』を開催します。会場では、自治体や特産品の紹介、会場を回って楽しんでいた
だくクイズの他、写真・川柳コンテストの入賞作品の発表等行います。地域の魅力を知って
もらい、ふるさと納税をより身近に感じてもらうことで、このイベントが「お客さまと地域をつ
なぐ架け橋」となれるよう、スタッフ一同、会場でお待ちしております。

【会期】2021年10月27日(水)�～�11月1日(月)午後6時まで
【場所】日本橋三越本店　本館7階　催物会場

伊勢丹新宿店でも年末年始にイベント開催予定です。

【会期】2021年12月27日(月)�～2022年�1月4日(火)��※1月1日（土・祝）店舗休業日

【場所】伊勢丹新宿店　本館1階　プロモーションスペース

『三越伊勢丹ふるさと納税』では、様々な災害にお困りの地域への支援として、災害支援寄附を募集します。
災害支援寄附では、ふるさと納税制度を利用して、応援したい全国の自治体に寄附をすることができます。

現在（令和3年9月時点）は下記の災害支援寄附を募集しております。
・令和3年9月豪雨（徳島県海陽町）　・令和3年8月豪雨（長野県岡谷市）　・令和3年7月豪雨（鳥取県倉吉市、神奈川県湯河原市）

・新型コロナウイルス対策支援（14自治体）
※災害支援寄附からのお申し込みについては、返礼品はございませんのでご了承ください。



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

※一部イメージ画像がございます。
※ 本カタログに掲載されている寄附金額および返礼品の情報は、予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。また、返礼品の中にはカタログ会期

中であっても完売、受注終了となるものがあります。
※アレルギー表示、原料原産地名につきましては、各返礼品に添付の表示ラベル等をご確認ください。
※カタログ有効期限 2021年10月20日（水）～2022年3月31日（木）
※天候、生産状況等により、お届け時期が変更になる場合がございます。
※返礼品の詳細につきましては、ポータルサイトにてご確認ください。

・�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

表紙の返礼品について

越前を代表する冬の味覚の王者であ
る越前がに。セイコガニ（ズワイガニ
雌）の卵は濃厚で甘味が強いのが特
徴。そのセイコガニを丸ごと一杯（カ
ニ味噌・内子・外子・身）を剥き出
し甲羅に盛り付けました。70g×5個

福井県越前町
〈福丸〉セイコガニ甲羅詰め�詰合せ
寄附金額�41,000円

「Simple is best」の言葉がぴっ
たりな長皿。シンプルながらも計
算されたデザインの器は、様々な
テーブルコーディネートで活躍す
る事間違いなしです。50×14×1.5
㎝　素材：天然木、漆

石川県輪島市
長皿�黒�短
寄附金額�100,000円


