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ふるさと納税
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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22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
からのコメント自

治体
からのコメント

自

治体
からのコメント自

治体
からのコメント

自
治
体
紹
介

白老町は、北海道の
南西部に位置し、南
に雄大な太平洋を望
む一方、北は支笏洞
爺国立公園の一角を
形成するオロフレ山
系の山々に囲まれ、行
政面積の約75％を森
林が占める、自然に
恵まれたまちです。

千葉県の東、九十九
里平野のほぼ中央に
位置するまち、大網
白里市。西は緑豊か
な丘陵部、中央は広
大な田園部、東は遠
浅の美しい「白里海
岸」がつづき、特色
ある豊かな自然風土
を有しています。

山形県尾花沢市は、
日本三雪（三大豪雪
地帯）に数えられる
雪のまちです。大正
ロマン溢れる町並み
が美しい「銀山温泉」
があることでも知られ
ており、国内外から
多くの観光客が訪れ
ます。

静岡県の中部に位置
する吉田町は駿河湾
と大 井 川 に 面した、
一年を通して温暖で
過ごしやすい気候で
す。東名高速吉田イ
ンターチェンジがあり
富士山静岡空港から
も車で15分。ぜひ一
度、お越しください。

北海道エリア　北海道白老町

関東エリア　千葉県大網白里市

東北エリア　山形県尾花沢市

中部エリア　静岡県吉田町

主な返礼品 	 アイヌ文様製品、白老牛、虎杖浜たらこなど 主な返礼品 	 アスパラ、スイカ、蕎麦、尾花沢牛など

海と山に抱かれた大自然、種類
豊富な温泉、生産者のこだわり
が詰まった自慢の食材、そして先
住民族アイヌの歴史と文化など、
北海道白老町には多くの魅力が
あふれています。皆様のお越しを
心よりお待ちしております。戸田安彦町長

千葉県の中央に位置し、温暖な
気候のもと、緑豊かな丘陵部、
広大な田園部、白砂青松の海岸
部と変化に富んだ本市は、自然
と共存しながら発展してきました。
東京50km圏でアクセスの良い本
市へ、是非お越しください。マスコットキャラクター

マリン

雪とスイカと花笠のまち、尾花沢
へようこそ。全国に名だたる「花
笠踊り」の発祥地で、名湯「銀
山温泉」やスイカ、黒毛和牛等、
美味しいものや見どころいっぱ
い。温かな心のふるさとで、ゆっ
くり寛いでください。シンボルキャラクター

雪ごろう

鰻をはじめ、川の恵みと海の幸が
堪能できるまちです。全国でも有
数のしらす漁港で知られる吉田漁
港では、春の訪れとともにしらす
漁が解禁となりました。見てよし！
食べてよし！ 遊んでよし！ 吉田町
へぜひお越しください。イメージキャラクター

よし吉

主な返礼品 	 ガラス製品、黒いちご、寿司米、アイスなど 主な返礼品 	 しらす、桜えび、まぐろ、うなぎなど
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治体
からのコメント

自

治体
からのコメント 自

治体
からのコメント

松阪市は、三重県のほ
ぼ中央に位置し、東は
伊勢湾、西は台高山脈
と高見山地、北には雲
出川、南には櫛田川が
流れ、自然に恵まれた
都市です。そのすばら
しい自然を背景に産業
の発展や歴史・文化が
育まれてきました。

中部エリア　三重県松阪市

主な返礼品 	 松阪牛、ハンバーグ、伊勢うどん	など

松阪にはおいしい食べ物や、豊
かな自然、見所がいっぱい！ 歴史
景観の残る町並み、船形埴輪が
出土した宝塚古墳や松坂城跡な
どなど、松阪には歴史が息づくス
ポットもいっぱい。ぜひ遊びにき
てね。イメージキャラクター

ちゃちゃも

能登半島の北西にある
輪島市は、豊かな緑と
海に囲まれた街です。
武将・平大納言時忠の
子と呼ばれる平時国の
末裔が江戸時代に28年
の歳月をかけて建造し
た上時国家住宅は国指
定重要文化財（建造物）
に指定されています。

中部エリア　石川県輪島市

主な返礼品 	 輪島塗、菓子、加工品	など

輪島市は日本を代表する伝統工芸
「輪島塗」のある“漆のまち”です
が、曹洞宗大本山である總持寺
祖院のある“寺のまち”でもありま
す。その總持寺祖院は今年2021
年、開創700年を迎えます。ぜひ
皆様輪島へお越し下さい。イメージキャラクター

わんじまくん

金 属 洋 食 器 の 国 内 生
産シェア90％以上を占
める燕市は、ノーベル
賞授賞式の晩餐会で提
供され、その技術は世
界にはばたいています。

「ものづくりのまち」燕
市は、生活に欠かせな
い道具を創り出し続け
ています。

中部エリア　新潟県燕市

主な返礼品 	 金属加工品、米	など

燕市は、日本さくら名所100選の地
「大河津分水路」で行われる「分
水おいらん道中」と、金属洋食
器や鍋、フライパン、包丁などの
金属ハウスウェア製品の主要産地
ですわろう！ 匠の技を暮らしに！
(癶д癶)ｷﾗｯ☆イメージキャラクター

きららん

北は大阪湾に面し、南
は和泉山脈と接してお
り、市街地や住宅地を
囲むように、波静かな
海と緑豊かな山林が近
接しているため、海・
山を中心とした自然環
境に恵まれた市です。

近畿エリア　大阪府阪南市

主な返礼品 	 コーヒー、とらふぐ、鱧、タオル	など

山中渓の桜、箱作海水浴場、波
太神社、漁業や農業、地酒造り
等の地場産業、歴史的なまちなみ

（尾崎地区、山中渓地区）など、
豊かな自然や多彩な歴史・文化
等の地域資源を有しているとても
魅力あふれるまちです。イメージキャラクター

はなてぃ
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からのコメント自

治体
からのコメント

自

治体
からのコメント 自

治体
からのコメント

瀬戸内海国立公園に浮
かぶ小豆島の東に位置
する、海と山の美しい
自然に恵まれた町です。
エーゲ海を思わせる雰
囲気にフォトジェニック
なスポットも多く、映画
やドラマのロケ地のメッ
カとしても認知されてお
ります。

四国エリア　香川県小豆島町

主な返礼品 	 オリーブ、酒、加工品、調味料	など

小豆島町は、日本におけるオリー
ブ発祥の地として全国的にも有名
です。また、醤油、佃煮、素麺な
どの伝統産業も多く、老若男女、
五感でお楽しみいただける、宝物
が沢山詰まった島です。松本篤町長

日本古来の製鉄法であ
る「たたら製鉄」。たた
ら製鉄の歴史の中で生
み出された特徴豊かな
地域の文化と産業、自
然景観、そして今もな
お受け継がれる技術と
伝統は、日本遺産にも
登録されています。

中国エリア　島根県安来市

主な返礼品 	 やすぎ和牛、肉加工品、酒、包丁	など

島根県安来市は豊かな自然と伝
統文化が息づく歴史ある町です。

「安来」の地名はスサノオノミコ
トにより命名されたと伝えられて
います。四季折々の風景と歴史の
香り漂う街並みは、訪れる人の心
を和らげてくれます。田中武夫市長

2013年 に市 内 全 域 が
「四国西予ジオパーク」
として認定され、その
中で育まれている多様
な自然環境に触れなが
ら、海・里・山の多様
な文化・食・暮らしを
楽しむことができるまち
です。

四国エリア　愛媛県西予市

主な返礼品 	 柑橘、魚介類、かまぼこ、肉加工品	など

柑橘王国愛媛ならではの温州みか
んをはじめとする柑橘類のほか、
海抜0mから1,400mの多彩な環境
で育まれた多様な特産品！ 海沿い
にはみかんの段々畑、里には歴史
ある風景、山には四国カルストな
ど多くの見どころがあります！イメージキャラクター

せい坊

新鮮な海の幸や、採れ
たての山の幸など豊か
な資源などに加え、「畜
産王国みやざき」で、
こだわりと愛情を持っ
て育てた高い品質と美
味しさを誇る畜産物な
ど、地元生産者によっ
て多くの産物が生み出
されています。

九州／沖縄エリア　宮崎県日向市

主な返礼品 	 キャビア、へべす、ライチ、碁石	など

青い空と海、緑の山々に囲まれ、
日向岬、お倉ヶ浜、冠岳を有して
います。温暖な気候と豊富な水資
源の中で大切に育てられた食材
を豊富に取り揃え、おいしいもの
を、おいしい時期に心を込めてお
届けします。十屋幸平市長
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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※

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※

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
栃木県 矢板市
群馬県 明和町※

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
神奈川県 湯河原町

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

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

長野県 中野市、須坂市、岡谷市
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※

三越伊勢丹ふるさと納税自治体一覧
（2021年4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。）

『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。

※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。
※上記は4月現在開催の寄附となっております。

近畿エリア
愛知県 幸田町※、あま市
三重県 松阪市、鳥羽市、伊賀市※

滋賀県 東近江市
京都府 亀岡市
大阪府 阪南市
兵庫県 市川町、三木市、西脇市、新温泉町
和歌山県 湯浅町、九度山町、北山村、白浜町※、みなべ町※

中国・四国エリア
鳥取県 境港市※、江府町※、倉吉市※、八頭町※

島根県 安来市
山口県 周南市、山口市
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 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※

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

鹿児島県 湧水町
沖縄県 今帰仁村※

社会貢献の取り組み
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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。

人気返礼品

寄附金額  20,000円 寄附金額  20,000円

長野県中野市	 提供元：中野市農業協同組合 長野県須坂市	 提供元：そのさとファーム

降水量が少なく日照時間が長い、ぶどう栽培に適している土地で丹精込
めて作られたシャインマスカット。豊潤な香りと甘みが口一杯に広がりま
す。4Lサイズの大粒の物を選定しお届けいたします。650g以上×2房

シャインマスカット	大粒4Lサイズ2房（1.3kg） ナガノパープル5Lサイズ	650g×1房	NP-1
冷蔵便 冷蔵便

種が無く皮ごと食べられる大粒のぶどうです。通常はひとつの蔓に4房
程度実るところを1房だけを残して育てました。通常流通品は2Lサイズ
ですが、今回お届けするのは大粒5Lサイズです。650g×1房

三越伊勢丹選定 三越伊勢丹選定

三越伊勢丹
選定品
Selected products

寄附金額  63,000円
南国土佐の太陽をあびて育ったフルーツを、それ
ぞれの旬の時期にお届けします。スイカ（5月～6
月）・マンゴー（6月～7月）・メロン（10月～11月）・
いちご（2月～3月）・フルーツトマト（2月～5月）

高知県南国市	 提供元：株式会社西島園芸団地

【定期便5回】南国土佐より
旬のフルーツ定期便
三越伊勢丹選定 定期便
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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  100,000円

三重県松阪市	 提供元：おう児牛肉店

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

【特産松阪牛】サーロインステーキ360g

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

従来の黒毛和牛とは違い、霜降りをあまりつけないように肥育された都
萬牛。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
位を厳選し、セットでお届けします。各部位計500g

都萬牛	特選焼肉500g

寄附金額  18,000円

徳島県海陽町	 提供元：株式会社丸本

全国の地鶏で初めてJAS認定を取得した阿波尾鶏は、低脂肪でコク・
甘み・うま味が多く、やや赤みを帯びた肉色と適度な歯ごたえが特徴。
内臓等は抜いて、調理しやすい状態でお届けします。1羽（約3kg）

阿波尾鶏中抜き（オス）
冷蔵便冷凍便

寄附金額  100,000円

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

「世界の舌を魅了する神戸ビーフ」と呼ばれる通り、世界中の美食家か
ら愛される日本が誇るブランド牛です。脂の甘みと赤身のコクが混ざり
合って素敵なハーモニーとなる美味しさをご賞味ください。200g×3枚

神戸ビーフ	サーロインステーキ	3枚入り	A5等級
お届日指定可 冷蔵便お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  50,000円

三重県松阪市	 提供元：千力株式会社

松阪牛のタンは１頭でわずか500gしかとれず大トロのような味わいで、
一度は口にしていただきたい希少部位です。筋肉の動きが少なく柔らか
い舌元を多くご用意しました。

松阪牛タン300g

寄附金額  30,000円

愛媛県西予市	 提供元：株式会社マルウ水産

黄金に輝き、脂のノリ・身の締りが良い『奥地あじ』。中でも年に数回
だけ水揚げされる、さらに質・形の良いアジを選んで三越伊勢丹選定
品としてお届けいたします。3尾（約1.2kg）

愛媛の特選魚	一本釣り奥地あじ
三越伊勢丹選定三越伊勢丹選定

冷凍便三越伊勢丹選定 三越伊勢丹選定

三越伊勢丹選定三越伊勢丹選定

お届日指定可 冷凍便
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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  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。腰の上にある、柔らかいお肉です。

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、松阪牛。肉質はあえて
熟成させる必要がないほどやわらかく、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。

松阪牛ヒレ肉ステーキ用	MHS150
お届日指定可 冷蔵便

肉肉Meat

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）

米沢牛の異なる部位を毎月お届け。ミスジ焼肉用
400g・リブロースすき焼き用320g・ヒレステーキ
330g（110g×3）・イチボ焼肉用420g・ランプすき
焼き用460g・サーロインステーキ360g（180g×2）

米沢牛	毎月届く肉の定期便6ヵ月コース	
冷凍便 定期便



11

人
気
返
礼
品

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

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）

秋田県で飼育された比内地鶏。自然の中で自由にのびのびと育ち、皮
が厚くコラーゲンたっぷりの赤みの強い肉質になります。原材料：［海
幸塩］食塩（オーストラリア産）

比内地鶏ステーキセットＦ【2】
冷凍便

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。また善玉菌をエサに混ぜたり寝床に敷くことで、
農場全体の微生物環境を整え、薬に頼らず健康で元気に育てています。

延岡よっとん	特上ロースステーキ4枚（1kg）
お届日指定可 冷蔵便 お届日指定可 冷凍便

寄附金額  10,000円

宮崎県日向市	 提供元：株式会社甲斐精肉店

昭和38年創業の精肉店よりお届け。宮崎県産とり肉をバーベキュー用
にカットした約6～8人前のセット商品です。若鶏もも小間肉300g×2袋・
若鶏せせり300g×2袋・若鶏手羽先5本×2袋

とり肉BBQバラエティセットA1.8kg
お届日指定可 冷凍便

寄附金額  29,000円

山口県周南市	 提供元：鹿野ファーム

綺麗な桜色をした山口県産四元豚は餌に国産米を配合し、ほんのり甘
く臭みが無いのが特徴です。しゃぶしゃぶ用肉は薄いながらも歯ごたえ
を残し、甘さの余韻が残ります。豚ロース肉500g・豚肩ロース肉500g

四元豚のしゃぶしゃぶ食べ比べ

寄附金額  40,000円

北海道白糠町	 提供元：有限会社茶路めん羊牧場

飼育から羊毛製品の販売までを手がける〈茶路めん羊牧場〉の羊肉をご
家庭で。焼肉用羊肉スライス500g・骨付き羊肉ステーキセット500g・
オリジナルスパイス・ローズマリー・オリーブオイル・簡単レシピ

ラム肉セットA
冷蔵便お届日指定可 冷凍便

寄附金額  18,000円

岐阜県可児市	 提供元：飛騨牛 肉のひぐち

飛騨の恵まれた自然環境と長い年月をかけてつくり上げられた血統。も
も・かた肉は、他の部位と比べてサシが少ないため、ヘルシー。霜降
りが苦手な方にもさっぱりとお召し上がり頂けます。

岐阜県産	飛騨牛	もも・かた肉	焼肉用500g【化粧箱】
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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  60,000円

新潟県	 提供元：株式会社加島屋

加島屋自慢の瓶詰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

寄附金額  24,000円

新潟県	 提供元：株式会社加島屋

脂の乗ったキングサーモンを丁寧に焼き上げてほぐした定番の「さけ茶
漬」と、秋鮭の卵をほぐし、醤油・清酒などに漬け込んだ「いくら醤油漬」
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  20,000円

静岡県吉田町	 提供元：株式会社ての字本社（ての字）

稚魚から育てられた良質な活
鰻だけを各主要産地より仕入
れています。鰻の個性を活か
して、「ての字」ならではの
美味をご提供。保存料・着色料を一切使わない安心・安全
な味わいです。120g×2枚

〈ての字〉	2枚	うなぎ蒲焼真空パック
お届日指定可 冷凍便

魚介魚介Seafood
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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  22,000円

大分県津久見市	 提供元：株式会社兵殖

そのままごはんに載せてお楽しみ頂けるマグロ丼用と、大分県津久見
市の郷土料理で甘辛いタレにマグロを漬けた、ひゅうが丼（漬け丼）
用をセットでお届けします。マグロ丼120g×3袋・ひゅうが丼120g×3袋

「豊後まぐろ	ヨコヅーナ」丼セット
お届日指定可 冷凍便

寄附金額  11,000円

宮崎県新富町	 提供元：山西水産株式会社

大正15年創業、ちりめん一筋の3代目より産地直送でお届けします。塩
のみで炊き上げ、天日干しした風味豊かなちりめんじゃこを、モーツア
ルトの流れる冷蔵庫で熟成冷却しました。55g×6袋

宮崎ちりめん（55g×6袋）
お届日指定可 冷蔵便 お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  15,000円

兵庫県新温泉町	 提供元：株式会社たじみや

力強い旨みとコクがある純米酒粕漬とまろやかで芳醇な味わいの西京
漬の詰合せです。原材料：［西京漬］鮭（ロシア産）、ぶり（国産）、鰆（韓
国産）、［粕漬］：鮭（ロシア産）、アラスカメヌケ（アメリカ産）

粕漬・西京漬詰合せ
お届日指定可 冷凍便

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 株式会社RIZH

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

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

創業以来守り続ける「たれ」に漬け込み168時間じっくり熟成させるこ
とで、まろやかでコクのある明太子が生まれます。原材料：すけとうだ
らの卵（ロシア産）

やまや（31312）美味無着色辛子明太子270g
お届日指定可 冷蔵便お届日指定可 冷凍便

寄附金額  13,000円

和歌山県九度山町	 提供元：株式会社アーマリン近大

水産養殖のパイオニアである近畿大学独自の養殖技術と和歌山の清流
が作り出した「近大キャビア」は国内生産により実現した非加熱キャビ
アです。パッケージデザインは三越伊勢丹バイヤーとの共同開発。

近大キャビア（10g）
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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。

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高級品種の「マスクメロン」。
収穫した中でも、さらに網目模様、成りつる等を厳選し、産地から鮮度
と熟度を添えてお届けいたします。2kg×1個

【厳選】マスクメロン1個入
冷蔵便

寄附金額  13,000円

山形県尾花沢市	 提供元：尾花沢市観光物産協会

日本有数のスイカ生産量を誇る尾花沢市は、山形県内でも特に寒暖の
差が激しい地域。この気温差によって糖分をたくさん蓄えるため、甘く
歯触りのよいシャリ感抜群のスイカに育ちます。

尾花沢産スイカ6Lサイズ（11kg）×1

寄附金額  32,000円

熊本県玉東町	提供元：清田ファミリー農園

樹木からの自然落下で収穫する「くまもと
完熟マンゴー」。糖度計で１個１個を計測、
高い糖度のマンゴーだけを丁寧に箱詰め
し、農園主の思いを込めてお手元にお届
けします。約1kg（2～3玉入り）

マンゴー	約1kg
冷蔵便フルーツフルーツfruits
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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  23,000円

宮崎県延岡市	 提供元：田口ファミリーファーム

「大粒」「種なし」「皮ごと食べられる」最高の条件を持った葡萄品種で
す。弾ける触感とかわいい形。すっきり爽やかな甘みが特徴です。1.5kg
～2kg（3房～4房）

パリメール（瀬戸ジャイアンツ）Aセット（3～4房入り）
冷蔵便

寄附金額  18,000円

和歌山県湯浅町	 提供元：善兵衛農園

田村の温暖な気候と段々畑からつくられる「涼風（すずかぜ）びわ」。
一般的なびわよりもサイズが大きく、種はありますが果肉部が分厚く
ジューシーなのが特徴です。約700g（12玉）

涼風びわ大玉12玉入り
冷蔵便 冷蔵便

寄附金額  12,000円

新潟県加茂市	 提供元：たかはし果樹園

たっぷりの甘い果汁とシャキシャキとした日本梨特有の食感が楽しめる
「幸水」。外部からのさまざまな悪影響を少しでも減らすため、果実一
個一個に袋をかけて守ります。

〈たかはし果樹園〉幸水梨約3kg

寄附金額  30,000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」は福島を代表する品種で、締まった肉質と少ない酸味、強
い甘みが特徴。平成28年に「献上桃の郷」の商標登録が認められた
福島県桑折町から「献上桃の郷」ブランド認定品をお届けします。

もも（あかつき）特秀5kg「献上桃の郷」ブランド認定品

寄附金額  16,000円

山形県鶴岡市	 提供元：さくらん坊やの鈴木さくらんぼ園

早朝涼しいうちに収穫した、熟して糖度が十分乗ったさくらんぼを選り
すぐって手詰めし、その日のうちに発送いたします。初夏の味と香りを
ぜひお楽しみください。

佐藤錦	Lサイズ（手詰め）
冷蔵便 冷蔵便

寄附金額  25,000円

宮崎県新富町	 提供元：有限会社森緑園

国内総流通約1％の貴重な国産生ライチの中でも、１つの木から10玉程
度しか収穫できない大玉をお届けします。糖度15度以上、とびきりの瑞々
しさと香りが詰まっています。1玉50g以上×8玉

新富ライチPremium50
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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5kg（巾着）

契約農家が丹精を込めて栽培したコシヒカリ。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  39,000～156,000円

新潟県	 提供元：JA北魚沼

無洗米・魚沼産コシヒカリ5kg	 定期便3回／6回／9回／12回

米どころ新潟が誇る魚沼産コシヒカリ。上品な風味と甘み、それに絹の
ようなきめ細かいやわらかさと粘りがやみつきの味わいです。この魚沼
米を最新製法で、美味しさそのまま、とがずに炊ける無洗米にしました。

寄附金額  12,000円

北海道砂川市	 提供元：株式会社NAKAMICHIFARM

砂川産ななつぼし5kg

粒にコシがあり、あっさりタイプのお米です。粘りが少ないので喉越し
も良いのが特徴です。貯蔵方法にもこだわっており、籾のまま寝かせ
ていますので、新米の美味しさが活きています。

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5kg
（生産者：越後ファーム）

寄附金額  20,000円

農薬5割減、化学肥料5割減以下に抑えて栽培された秋田県特別栽培取
得の減農薬栽培のお米です。「平成の名水百選」に選ばれた霊峰鳥海
山の伏流水に育まれたあきたこまち。もっちり感があり食べ応えばつぐん。

寄附金額  18,000円

秋田県にかほ市	 提供元：有限会社なるほど舎

特別栽培米あきたこまち白米10kg（5kg×2）

定期便

　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
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加
工
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。

加工品
Processed foods

寄附金額  46,000円

滋賀県東近江市	 提供元：株式会社招福楼

〈招福楼〉鰻山椒煮・紅梅煮詰合せ

鰻を酒と醤油、実山椒でじっくりと煮込んだ「鰻山椒煮」と、実山椒で
なく梅肉で煮込んだ「鰻紅梅煮」の詰合せです。お茶漬けにしても美
味しく召し上がっていただけます。鰻山椒煮100g×2 鰻紅梅煮100g×2

寄附金額  15,000円

三重県鳥羽市	 提供元：鳥羽国際ホテル

〈鳥羽国際ホテル〉ホテルオリジナルカレー3箱セット（MKt-006）

世界のブランド「松阪牛」のコクと旨味がたっぷりのビーフカレー、コ
クのある味わいの三重県産銘柄鶏「伊勢鶏」とスパイス香るチキンカ
レー、こだわりの三重県産豚肉を使用したポークカレーのセットです。

寄附金額  17,000円 寄附金額  10,000円

香川県小豆島町	 提供元：東洋オリーブ株式会社 京都府亀岡市	 提供元：株式会社もり（京つけものもり）

［和み極み巧み］オリーブオイル	3種セット（F-45） 〈京つけもの	もり〉京漬物詰合7品

和食にも合う［和み］、加熱料理・生食どちらにもお使いいただける［極
み］、透明でオリーブオイル特有の風味がない［巧み］の、用途によっ
てお使い分けいただけるオリーブオイルの3種セットです。

京都、亀岡の自家農園で土造りからこだわった野菜を丹念に育てていま
す。野菜のうま味を最大限に引き出すことができる、昔ながらの伝統の製
法で漬け込みました。美味しい野菜からできた京漬物をお届けいたします。

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

「紅梅」焼海苔2缶詰合せ

日本最大の海苔生産地である佐賀に製造拠点を設置することにより、
生産者と消費者との距離を縮め上質な海苔を作り上げます。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」2缶詰合せです。

寄附金額  15,000円

埼玉県三芳町	 提供元：日進畜産工業株式会社（日進ハム）

〈日進ハム〉	FN-390	佐助	ハム・ソーセージ3種詰合せ

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。

お届日指定可

お届日指定可

お届日指定可

ギフト のしお届日指定可 冷蔵便

お届日指定可 冷蔵便
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人
気
返
礼
品

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  20,000円 寄附金額  40,000円

長崎県壱岐市	 提供元：玄海酒造株式会社

瀧泉「かめ貯蔵酒・古酒限定品」 日之城シャルドネプライベートリザーブ2010

長崎県「壱岐」は「麦焼酎発祥の地」。米麹1/3・大麦2/3を順次仕込み、
蒸留で香味の優れている部分を採り、昔ながらの「かめ」で貯蔵熟成
させた本格焼酎。

非常に暑い天候であった2010年に日之城農場で収穫されたシャルドネ
種で醸造したキュベの中から樽発酵・樽熟成を経てボトリングしました。
750ml×1本

山梨県韮崎市	 提供元：本坊酒造（株）マルス穂坂ワイナリー

山梨県北杜市	 提供元：山梨銘醸株式会社

七賢	日本酒	純米大吟醸飲み比べ720ml×2本セット

岩手県遠野市	 提供元：キリンビール株式会社

【MI】キリン一番搾り生ビール	K-IS3
寄附金額  13,000円

お届日指定可 冷蔵便

“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
けで、原料は麦100％と贅沢につくっております。上品な味わいをお楽しみ
ください。一番搾り生ビール500ml×2缶、一番搾り生ビール350ml×10缶

寄附金額  63,000円

北海道恵庭市	 提供元：サッポロビール株式会社

サッポロクラシック缶３５０ml×24本	 定期便3回

「北海道で生まれ育った」サッポロビールが、北海道に感謝の気持ちを込
めてつくったビールです。道民の皆様や、北海道を離れた方々、観光に
来られた方々に愛され続け、特に若い世代からの支持が高まっております。

寄附金額  20,000円 寄附金額  30,000円

兵庫県三木市	 提供元：永井酒造株式会社

MIZUBASHO	PURE

三木市産の山田錦を使い、伝統的な日本酒製法に瓶内二次発酵を取り
入れた、本格的なスパークリング酒。チェリーやライチの香味を持ち、
シルキーな泡が妖精のように料理を包みます。720ml×1本

大中屋は農家自信の米だけを磨いた華やかな旨味が身上で、麹造りか
らの一切に屋号の誇りをかけて醸しています。甲斐駒には名峰の巌のよ
うな力強い旨味と切れ味があります。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

お届日指定可
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気
返
礼
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菓
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飲
料

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・飲料
Sweets, Beverages

寄附金額  30,000円

福島県桑折町	 提供元：一般財団法人桑折町振興公社

至福の桃ソルベ6個	 定期便（連続2回お届け）

桑折産の桃「あかつき」は平成6年より連続して皇室に贈られる「献上
桃」に選ばれています。その「あかつき」をふんだんに使ったソルベは、
上品な香りと豊かな風味、なめらかな口あたりが特徴です。

寄附金額  16,000円

新潟県新発田市	 提供元：有限会社宮村製麩所

麩まんじゅう食べ比べセット（2種類×10個）

明治35年創業、新潟県新発田市「宮村製麩所」の生麩まんじゅうです。
プレーンとよもぎ味の2種類入り。甘さ控えめの餡を自慢の生麩で包み
込みました。笹の香りと、もちもちした食感をお楽しみいただけます。

寄附金額  18,000円

千葉県君津市	 提供元：JAきみつ味楽囲さだもと店

人参ジュース1L×6本入

肥沃な火山灰土の広がる三舟山産の人参を使用したジュースです。人
参の柔らかい繊維だけを残した製法で思わずもぐもぐ。ご高齢の方から
お子様まで、ご家族でお楽しみください。

寄附金額  12,000円

山形県鶴岡市	 提供元：アル・ケッチァーノ

〈アル・ケッチァーノ〉オリジナルジェラート6個セット

山形県鶴岡市のイタリアンレストラン『アル・ケッチァーノ』奥田政行シェ
フのオリジナルジェラートです。山形のジェラートマエストロの工房で製
造したジェラートをご堪能ください。

寄附金額  17,000円

愛知県あま市	 提供元：株式会社ストロングハート

Strong	Bar	（cacao	BLACK）

1本でたんぱく質20gがとれます。砂糖不使用食物繊維10g原材料はたっ
たの8つシンプル&ナチュラル処方のプロテインバーです。健康維持、
筋力維持のために、美味しいプロテインバーをどうぞ。

寄附金額  19,000円

静岡県藤枝市	 提供元：株式会社薮崎園

静岡新茶【特上】	180g	缶入り

新茶には、この期間でしか嗅ぐことのできない、青 と々した香があります。
一口飲むと、キリッとした口当たりで、目が覚めるような爽快感を感じら
れます。180g×1缶

お届日指定可

お届日指定可

冷凍便 冷凍便定期便 お届日指定可

お届日指定可 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。

工芸品・日用品雑貨
Craft, Daily necessities

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の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
ロブション氏の拘りが反映さ
れています。

寄附金額  74,000円

石川県輪島市	 提供元：輪島キリモト

〈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  60,000円

岩手県奥州市	 提供元：株式会社及富

〈南部鉄器〉急須	令和	0.5L（金色茶こし付）

1848年創業の及冨による新元号「令和」を記念し、出典の万葉集の梅
の句より梅の花びら模様をあしらった急須。南部鉄器の古典的なポツポツ
とした霰模様と花開く様をご覧下さい。金色茶こし付は三越伊勢丹限定。

寄附金額  66,000円

新潟県燕市	 提供元：新光金属株式会社

〈須佐真×新光堂〉糸縞文	タンブラー（中）350ml

新潟・三条の金工作家、須佐真氏監修の新光堂 銅製タンブラー。新光堂
シリーズは金属加工の街、新潟・燕の新光金属で製造。冷たい飲物を注
ぐと瞬時に冷たくなり、唇にも冷涼感が。涼やかな喉越しをお楽しみ下さい。

寄附金額  55,000円

島根県安来市	 提供元：鍛冶工房弘光

〈鍛冶工房弘光〉置き風鈴	風の音

たたら製鉄のふるさと、島根県安来市で刀剣鍛造の技法を活かして造
られた置き風鈴。夏は澄んだ音色が上品な置き型の風鈴として、その
他の季節は花台、キャンドルベースとして多様にお楽しみいただけます。
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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  140,000円

宮城県加美町	 提供元：有限会社シラタ

〈白田のコットン〉Vネックプルオーバー（オレンジ）	
（アメリカンシーアイランドコットン糸使用）
女性用	サイズ：M
シンプルなVネックのプルオーバー。1枚でもジャケットのインナーとしてもお
勧め。アメリカンシーアイランドコットン100%の滑らかな肌触り、心地よい
着心地です。5月以降に色・サイズ違い、紳士サイズ返礼品も掲載されます。

寄附金額  37,000円

大阪府阪南市	 提供元：株式会社オリム

〈ORIM〉バスタオル・フェイスタオル各２枚セット
（大正紡績	コットン糸使用）
〈今治タオルマーク付き〉
阪南市の老舗紡績会社／大正紡績の糸で織られた今治タオルのセット。
糸は染色せずに素材の色そのまま（生成）で、ふんわり柔らかな自然な
肌触りのタオルセットです。今治タオルブランド認定番号：2017-2296

寄附金額  135,000円

山梨県北杜市	 提供元：株式会社 シェルフォレスト

貝がらアート	セーラーズバレンタイン	10インチ（約25cm）
三越伊勢丹オリジナルデザイン
「Flower	Garden」
セーラーズバレンタインはアメリカ東海岸発祥の貝殻で作る伝統美術工
芸。三越伊勢丹限定デザイン〈Flower Garden〉は貝殻でレースを表
現し華やかで上品なイメージに仕上げました。

寄附金額  176,000円

山形県新庄市	 提供元：有限会社 グリーンバレー

〈LUEGO〉Alabasta	アラバスタ	ジップロング
ウォレット／ネイビー
企画デザインから製造、販売、修理までを一貫して行う【LUEGO】。使
い続けるほどに美しい艶が生まれる素上げ加工の厚口牛ヌメ革を使用。
細く裁断した革を一つ一つ丁寧に手編したL字ファスナー長財布です。

寄附金額  110,000円

山梨県都留市	 提供元：富士新幸株式会社

〈kokiku〉リネンサテン	コンフォーターケース
ホワイト	［シングル］

山梨県都留の織物工場で織った上品な光沢が魅力のサテン織りリネン掛
けふとんカバー。天然繊維のリネンは使込む程に柔らかく、しなやかに変
化。同じ生地のボックスシーツや枕カバー、他サイズの返礼品もあります。

寄附金額  80,000円

千葉県君津市	 提供元：ナチュラルクリーン

〈ナチュラルクリーン〉【宅配クリーニング＋しみ抜き】
メンズスーツ1点
新宿伊勢丹メンズ館に拠点を構え、特殊な水洗いを中心に、高級衣類や
レザーなどのトータルケアを行う〈ナチュラルクリーン〉。千葉県君津市に
ある本店で承る、メンズスーツのしみ抜きまで対応した宅配コースです。
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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
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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。また、カタログ掲載品以外にも、
たくさんの返礼品をご用意しております。

・�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。

※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4月22日（木）～9月30日（木）

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

「久保田食品」は創業昭和34年、南
国土佐のローカルアイスクリームメー
カー。高知の地鶏卵「土佐ジロー卵」
を使用したこだわりのアイスクリンや、
みずみずしい土佐のフルーツで素材
そのままの味わいに造り上げたアイス
キャンデーをセットでお届けします。安
定剤、着色料は使用しておりません。
ナチュラルな風味・口どけ、さっぱりと
したあと味をお楽しみください。

高知県南国市
久保田特選カップアイス・
アイスキャンデー１５種セット
寄附金額	17,000円

昭和7年創業、千葉・九十九里に工房
を構えるガラスメーカー。創業から現
在に至るまで、職人によるハンドメイド
でガラス製品を作り続けています。フ
リーハンドで作り上げる流れるようなラ
インが特徴のプレートは、ガラスの柔ら
かさを生かした自然な揺らぎと色のグラ
デーション、一つひとつ異なる表情を
お楽しみいただけます。大網白里市ふ
るさと納税返礼品限定カラーです。

千葉県大網白里市
〈Sghr	スガハラ〉【大網白里市限定】
パレットプレートＬＬ（ブルー）
寄附金額	37,000円

https://mifurusato.jp/catalog.html

三越伊勢丹ふるさと納税カタログ 検索


