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北海道千歳市
＜札幌バルナバフーズ＞海鮮丼の具 60g×4食入

冷凍便 　寄附金額 18,000円

サーモン、帆立、蟹、うに、いくら、海の幸が一
度に楽しめる贅沢な海鮮丼です。ご自宅でご飯を
用意し、自然解凍した海鮮丼の具を盛り付けるだ
けで本格的な海鮮丼がお楽しみいただけます。
提供元：札幌バルナバフーズ株式会社

●当ページの返礼品について
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I N FORMAT ION　特集・イベント情報

■ 会期：12月19日（月）午後6時まで

　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。

特集・キャンペーン
情報はこちらから！

　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。2023年スタートのお届け開始月も
選べます。

　三越伊勢丹ふるさと納税の中でも
人気の高い返礼品でもあるフルーツ。
2023年産のフルーツを今から予約がで
きる先行受付を開始しています。マン
ゴーやさくらんぼ、桃や梨、シャイン
マスカットなど、お気に入りのフルーツ
を2023年発送でお届けします。

■ 会期：12月14日（水）午前10時まで

　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々をご用意して
おります。

　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
人気レストランのおせちをご紹介します。
　数の子や黒豆など、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もご紹介してい
ます。一部は「年内お届け特集」でも
ご紹介しております。

　三越伊勢丹ふるさと納税でクリスマ
スを楽しみませんか。
　クリスマスには欠かせないシュトーレ
ンやケーキ、オードブルのセットやロー
ストチキンからクリスマスツリーまで、
クリスマスの食卓を彩る日本各地の特
産品をご紹介しております。

催事＆店頭カウンターのご案内

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』を開催いたします。会場では自治体や地域の魅
力あふれる返礼品のご紹介のほか、ふるさと納税に関する
税務相談、先着ご来店粗品、抽選会などもご用意。会期
中は、スタッフがふるさと納税の疑問や返礼品についての
ご質問などカウンターでお受けします。

■ 会期：2022年11月2日（水）～11月7日（月）※最終日は午後6時終了

■ 会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

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。
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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。

三越伊勢丹
選定品選定品 Selected products選定品
～バイヤーが自信を持っておすすめする
　とっておきの返礼品～

寄附金額		126,000円

ふぐの本場関門海峡で鍛えられた眼と技で、熟練の職人が1匹づつ
丁寧にさばき、最高のタイミングで調理し、ご家庭にお届け致します。
厳選された本場のとらふぐをご堪能ください。

福岡県北九州市 提供元：有限会社MIWA産業	ふく一

本場とらふぐ料理＜ふく一＞
４人前とらふぐ三昧コース

お届日指定可 冷蔵便

寄附金額		110,000円

三重県松阪市

全国を廻った肉の目利きが結論づけたこだわりは、血統と肥育期間。
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は外食店で
もなかなか口にすることのできない特産松阪牛の特徴です。

【特産松阪牛】サーロインすき焼き400g

提供元：おう児牛肉店

寄附金額		280,000円

山形県米沢市

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
でお子様～ご年配の方まで幅広い世代の方にお勧め。そんな鷹山牛の
中でも、さらにBMS10以上・A５等級限定の最高ランクをお届けします。

長期肥育米沢牛「鷹山牛」
毎月届く肉の定期便4カ月コース
三越伊勢丹選定

提供元：肉の上杉（株式会社NTS）

寄附金額		68,000円

三重県松阪市

松阪牛は黒毛和種、未経産の雌牛のみで、タンは１頭で１本しか取れ
ない希少部位で500gしかとれず、大トロのような味わいです。一度は
口にしていただきたい珍しい松阪牛の牛タンをご堪能ください。

松阪牛タン300g
三越伊勢丹選定

提供元：千力株式会社

寄附金額		27,000円

宮崎県新富町

旨味のある都萬牛の中でも特におすすめの部位を選定した焼肉セット
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ーな
部位など、お客さまにご満足いただけるよう選定いたしました。

都萬牛 特選焼肉 500g
三越伊勢丹選定

提供元：株式会社ミート工房拓味

三越伊勢丹選定 お届日指定可 冷蔵便

冷凍便

冷凍便 冷凍便

定期便

お届日指定可
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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。

三越伊勢丹選定

寄附金額		22,000円

お届日指定可

佐賀県上峰町

衣率20％という薄さで海老のうま味を最大限
に引き出し、すべて手作りしています。

Mえびフライ専門店の豪華海老
セット3種（各5尾入×1パック）

提供元：EBI江口魚株式会社（EBI研究所）

寄附金額		12,000円

宮崎県新富町

「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

提供元：児玉果樹園

冷蔵便

寄附金額		20,000円

長野県中野市

大粒4Lサイズに限定したシャインマスカットで
す。豊潤な香りと甘みが口一杯に広がります。

シャインマスカット
大粒4Lサイズ2房（1.3kg）

提供元：中野市農業協同組合

冷蔵便

寄附金額		15,000円

島根県松江市

漁獲量の5～10％程度と数が少ない大粒を選
定。パスタや酒蒸し等にもお使いいただけます。

L500g×5
宍道湖産冷凍大和しじみ

提供元：平野缶詰有限会社

寄附金額		20,000円

愛媛県松山市

木の上で熟成するのを待って収穫します。追
熟して柔らかくなった状態が食べ頃です。

＜田那部青果＞
愛媛県 国産アボカド 5～7玉

提供元：株式会社オレンジフーズ（田那部青果）

2022年10月中旬～10月下旬発送 2022年11月上旬～2023年2月下旬発送

冷凍便

冷凍便

寄附金額		39,000円

三越伊勢丹選定

三重県鳥羽市

伊勢湾で育った伊勢海老を、高温で蒸し上
げることで伊勢海老の甘みを引き出しました。

伊勢海老活蒸し 300g×2尾
（MKh-007）

提供元：株式会社浜与本店

冷凍便

三越伊勢丹選定

2023年６月上旬～７月上旬発送三越伊勢丹選定

寄附金額		15,000円

大阪府阪南市

しっとり柔らかい食感と臭みの全く無い旨さ
が特徴ののぞみハモの湯引きです。500g

活〆湯引きハモ（のぞみハモ）

提供元：のぞみ水産加工

冷蔵便

2022年5月中旬～12月下旬発送

三越伊勢丹選定

三越伊勢丹選定

寄附金額		38,000円

高知県南国市

上品な甘みととろける味わいのマスクメロン
と、シャリっとした食感の西瓜です。各1個

南国の太陽をたっぷり浴びた
高級マスクメロンとスイカのセット

提供元：株式会社西島園芸団地

2022年3月上旬～12月下旬発送三越伊勢丹選定

三越伊勢丹選定

寄附金額		61,000円

お届日指定可

神奈川県三浦市

餌をしっかりと与え、3年ほど時間をかけて成長
させます。そのため天然よりも脂がのっています。

畜養本鮪大トロ400ｇ
中トロ400ｇ詰合せセット

提供元：株式会社三崎恵水産

冷凍便

三越伊勢丹選定
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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
寄附金額		17,000円 寄附金額		18,000円

寄附金額		16,000円

寄附金額		22,000円

山形県高畠町

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
ご家庭にてお楽しみいただけます。白桃・黄桃・さくらんぼ・洋梨・
パイナップル・りんご6種類の果物の美味しさを瓶に閉じ込めました。

【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

お届日指定可

石川県宝達志水町

「宝達葛」を用いた寒天とは一味違うまろや
かな食感のくず羹など贅の限りを尽くした一
品です。

＜森八＞「葛あんみつ」9入

提供元：株式会社森八

神奈川県鎌倉市

鎌倉といえば鳩サブレー。明治生まれの変わら
ぬ味とバターたっぷりのサクサクした食感です。

鳩サブレー25枚入
鎌倉応援タオルマフラーセット

提供元：株式会社豊島屋

岡山県岡山市

清水白桃のピューレをふんだんに使用し濃厚
な味わいと果肉の食感が特徴のぜりぃです。

＜宗家 源吉兆庵＞
清水白桃ぜりぃ6個入

提供元：株式会社宗家	源吉兆庵

お届日指定可

山梨県笛吹市

＜銀座ウエスト＞の代表作、リーフパイや人
気の焼菓子をセットにしました。

＜銀座ウエスト＞
ドライケーキ詰合せ（DC-D）

提供元：株式会社洋菓子舗ウエスト

提供元：株式会社千疋屋総本店

寄附金額		21,000円

静岡県御殿場市

江戸時代から＜とらや＞の御用記録に残る竹皮包みの羊羹。お客さま
に最良の原材料を使用した、最高のお菓子をお届けできるよう努めて
おります。

＜とらや＞竹皮包羊羹2本入

お届日指定可

提供元：株式会社虎屋

寄附金額		14,000円

島根県松江市

松江銘菓の若草をはじめ、人気の4種類の銘
菓を詰合せました。

＜彩雲堂＞雲いずる

提供元：彩雲堂

寄附金額		20,000円

京都府亀岡市

小豆の風味豊かな「京観世」と柚子の香り
をこめた菓子「柚餅」等が入った詰合せです。

＜鶴屋吉信＞
京観世・柚餅（箱入）・花せんべ
い・鶴屋吉信ようかん詰合せ

提供元：株式会社鶴屋吉信

デパ地下グルメ ～百貨店で人気・定番の味が楽しめる～
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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		10,000円 寄附金額		15,000円

寄附金額		12,000円 寄附金額		40,000円

寄附金額		12,000円

愛媛県松山市

ほんのり柚子の風味を感じる濃厚なチョコレート餡は、和と洋が調和し
た味わいです。

＜ゴディバ＞
一六タルト チョコレート ボックス（10個入）
三越伊勢丹選定 寄附金額		18,000円

山形県高畠町

「きれいはおいしい」がここに集結。ドリンク、ジャム、ドレッシング、
調味料の定番人気商品のセットです。美味しく、楽しく、スタイリッシュ
な“食”のシーンを演出いたします。

＜セゾンファクトリー＞
リッチな朝食セット50BK

お届日指定可

提供元：株式会社セゾンファクトリー提供元：ゴディバジャパン株式会社

お届日指定可

佐賀県佐賀市

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た焼海苔です。

＜山本海苔店＞
「紅梅」焼海苔2缶詰合せ

提供元：株式会社山本海苔店

お届日指定可

福岡県古賀市

手焼きした最中に具材を包みました。お湯を
注ぐ具材が広がる風味豊かなお吸物です。

久右衛門 本格和風だしお吸物
詰合せ（ZG30J）

提供元：株式会社林久右衛門商店

冷蔵便 お届日指定可

冷凍便

新潟県 静岡県吉田町

新潟の蒲鉾「しんじょう」4種詰合せセットで
す。竹徳かまぼこの定番お品物です。

国産の活鰻を使用し、自慢のタレで焼き上げ
た蒲焼を真空パックにしました。

＜竹徳かまぼこ＞
しんじょう4種詰合せ

＜ての字＞
3枚 うなぎ蒲焼真空パック

提供元：竹徳かまぼこ株式会社 提供元：株式会社	ての字	本社（ての字）

寄附金額		22,000円冷蔵便

お届日指定可

滋賀県東近江市

蝦夷鮑を姿のまま調製しております。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

＜招福楼＞えぞ鮑やわらか煮

提供元：株式会社招福楼

寄附金額		27,000円

お届日指定可

新潟県

加島屋自慢の看板商品「さけ茶漬」と「いく
ら醤油漬」の人気の詰合せセットです。

＜新潟加島屋＞
味覚セット（２G）

提供元：株式会社加島屋

冷蔵便
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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		100,000円

兵庫県三木市

「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ぜひご賞味ください。200g×3枚

神戸ビーフ サーロインステーキ 3枚入り A5等級

提供元：みのり農業協同組合	特産開発センター

寄附金額		46,000円

滋賀県近江八幡市

創業72年の老舗日本料理が厳選した近江牛の芳醇な香りと霜降りの旨
みを、ぜひご堪能ください。野菜やお豆腐、職人手作りのポン酢・ゴ
マダレもついて、調理不要の手間いらずです。

［E007SM］極上近江牛しゃぶしゃぶセット
【３人前】

提供元：株式会社ひょうたんや

寄附金額		52,000円

山形県米沢市

「米沢牛黄
お お き

木」が選び抜いた米沢牛ロースのすき焼用です。「格付5等級」
限定。霜降りロースの口溶け柔らかな食感、米沢牛ならではの旨みを
お楽しみいただけます。

5等級の米沢牛リブロースすき焼用 400g

提供元：株式会社米沢牛黄木

寄附金額		40,000円

岐阜県可児市

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。そ
の肉質は柔らかく、網目のような霜降りでとろけるような味わいです。

岐阜県産 飛騨牛 ロース肉 すき焼用 700g
【化粧箱】

お届日指定可

お届日指定可

冷凍便

冷凍便

提供元：飛騨牛	肉のひぐち

寄附金額		40,000円

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。

三重県松阪市 提供元：瀬古食品オーシャンファーム三重県松阪市 提供元：瀬古食品オーシャンファーム

松阪牛ロース肉すき焼き・焼き肉用 MSY100
冷蔵便

三越伊勢丹選定

肉肉
Meat

お届日指定可
冷蔵便

お届日指定可 冷蔵便
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肉

このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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		30,000円

宮崎県国富町

クラシタロースは脂のきめ細かさが美しく、と
ろけるような食感が特徴です。

宮崎牛クラシタローススライス 
500g

提供元：グリル華（SHINGAKI）

冷凍便

寄附金額		50,000円

お届日指定可

佐賀県伊万里市

赤身で程よい“サシ”霜降りの入ったヒレ肉の
ステーキ。ぜひご堪能ください。

＜伊藤ハム＞
伊万里牛ヒレステーキ用800g

提供元：伊藤ハムフードソリューション株式会社福岡岩田屋アイミート

冷凍便

寄附金額		18,000円

宮城県気仙沼市

気仙沼岩井崎の塩で加工した味付牛タン。牛
タン：海外産、加工：気仙沼市。

＜和牛のからくわ精肉店＞塩味
付き厚切り牛タンスライス【2023
年1月～2月発送分】400ｇ

提供元：株式会社からくわ精肉店

冷凍便

寄附金額		46,000円

お届日指定可

北海道白老町

柔らかく上質な味わいのヒレ肉や脂身と赤身
のバランスが絶妙なサーロイン等のセット。

白老牛焼肉7種一頭盛

提供元：白老和牛王国上村牧場株式会社

冷凍便

寄附金額		21,000円

お届日指定可

大分県竹田市

認定農場で米やビール粕などこだわりのある
餌を与えられたおおいた和牛です。

おおいた和牛ももスライス
500ｇ

提供元：株式会社まるひで

冷凍便

寄附金額		46,000円

お届日指定可

鳥取県八頭町

きめ細かく柔らかい肉質で上品な脂の甘味と
肉味の旨味極まるお品物です。

鳥取和牛ロースステーキ
250g×2

提供元：株式会社はなふさ

冷凍便

寄附金額		19,000円

宮崎県延岡市

無投薬で7～8カ月間じっくり時間をかけて育
てた、しっかりとした味わいの豚肉です。

延岡よっとん
特上ロースステーキ 4枚（1kg）

提供元：株式会社吉玉畜産

冷蔵便

寄附金額		15,000円

山形県鶴岡市

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。

庄内豚 ロース味噌漬け
150g×5枚

提供元：肉の上杉（株式会社NTS）

冷凍便

寄附金額		31,000円

福岡県太宰府市

稲わらを主食とし、肉質は柔らかく、噛むと
肉汁が溢れ濃厚な旨みが口中に広がります。

福岡県産博多和牛ロース
焼肉用400ｇ

提供元：壽多家精肉店

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		17,000円

北海道名寄市

SPF豚肉はキメが細かく、保水性も高いため、
調理してもやわらかい食感が特徴です。

SPF豚肉1kg （すき焼き用・しゃ
ぶしゃぶ用各500ｇ）

提供元：いろは肉店

冷凍便

寄附金額		20,000円

高知県室戸市

身が締まって地鶏ならではのほどよい歯ごた
えで、コクとうま味が十分に味わえます。

＜土佐あぐりーど＞土佐はちき
ん地鶏もも肉300g×3

提供元：合同会社土佐あぐりーど

お届日指定可

冷凍便 寄附金額		12,000円

宮崎県都城市

霧島連山の麓、清らかな天然水と、ハーブ等
を配合したオリジナル飼料で育てています。

宮崎県産霧島鶏 もも肉・味付き
むね肉塩麹漬け［カット済み］

【小分けパック】2種（各3パック）

提供元：株式会社とりビアー

冷凍便

寄附金額		17,000円

茨城県境町

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種（各160g×1パック）

塚原牧場の梅山豚
しゃぶしゃぶセット

提供元：株式会社塚原牧場

冷凍便

寄附金額		20,000円

お届日指定可

兵庫県新温泉町

脂の甘味と赤みの旨味が噛みしめるほどに
あふれてきます。

但馬鴨鍋セット 大

提供元：アイガモの谷口

冷凍便

寄附金額		11,000円

京都府亀岡市

地鶏丹波黒どりのモモ肉を使いやすい角切りに
カットし使いやすい小分けパックでお届けします。

＜丹波山本＞地鶏丹波黒どり
もも肉カット240ｇ×3

提供元：株式会社ヤマモト

お届日指定可

冷凍便

お届日指定可

寄附金額		14,000円

京都府亀岡市

「京都ぽーく」は肉質が柔らかく、豚肉本来
の旨味、甘みを存分に味わう事が出来ます。

＜京丹波かぐら＞京都ぽーく
うす切り（ロース・バラ）各400g

提供元：牛匠かぐら

冷凍便 寄附金額		27,000円

沖縄県今帰仁村

一週間熟成されたお肉をスライスして瞬間冷
凍にてお届けします。

今帰仁アグーモモロース・
バラしゃぶしゃぶセット500g

提供元：長堂屋

冷凍便

寄附金額		23,000円

三重県松阪市

松阪豚は、細やかなサシが入った弾力のあ
る桜色の肉質。とろけるような舌触りが特徴。

＜松阪豚専門店 まつぶた＞松阪豚 特
選しゃぶしゃぶ用（リブロース200ｇ・
肩ロース200ｇ・バラ肉300ｇ）計700ｇ

提供元：株式会社YCまつぶた	PIG	STORY

冷凍便
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肉

このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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

お届日指定可

岡山県西粟倉村

柔らかく旨み沢山の鹿モモ肉をBBQ等に使
いやすい5㎜の厚さにカットしました。

森のジビエ
鹿肉バーベキュー用 600g

提供元：エーゼロ株式会社

冷凍便

寄附金額		25,000円

徳島県海陽町

コク・甘味・旨味が多く適度な歯ごたえが特
徴です。

けい樂亭 阿波尾鶏焼鳥セット
20本

提供元：株式会社丸本

冷凍便

寄附金額		20,000円

熊本県宇城市

きめ細いサシが入った馬刺しの中でも目利き
が厳選した希少な6種の部位のセットです。

<菅乃屋＞
馬刺しスライス大トロ入り
6種セット

提供元：株式会社千興ファーム

冷凍便寄附金額		33,000円

北海道千歳市

北海道産サフォークラムは、肉質が良く、羊
肉独特のにおいも少ないラム肉です。

北海道産サフォークラム ステー
キセット ソース付 250g×2

提供元：株式会社肉の山本

冷凍便

寄附金額		14,000円

お届日指定可

山形県寒河江市

子どもから大人まで幅広い世代に人気。肉
好きも満足する牛肉のハンバーグです。

＜山形ミートランド＞山形牛100％
贅沢ハンバーグ 160g×6個セット

提供元：株式会社山形ミートランド

冷凍便寄附金額		36,000円

お届日指定可

神奈川県鎌倉市

口の中に入れた瞬間から脂のとろける旨味を
ご堪能下さい。

＜ローストビーフの店 鎌倉山＞黒毛和
牛サーロインローストビーフ SRB-10

提供元：株式会社レストラン鎌倉山（ローストビーフの店鎌倉山）

冷凍便

寄附金額		490,000円

宮崎県都城市

人気の宮崎牛・Mの国黒豚・都城産馬刺し
を堪能できる定期便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

提供元：協同商事

冷凍便 定期便

寄附金額		12,000円

お届日指定可

北海道黒松内町

北海道産の良質な鶏肉を使用し、塩と香辛料
を擦り込む乾塩法により熟成させています。

トワ・ヴェールのスモークチキン
（250g）4本

提供元：株式会社フジタコーポレーション	黒松内町特産物手づくり加工センター	トワ・ヴェール

冷蔵便

寄附金額		18,000円

お届日指定可

神奈川県鎌倉山

黒毛和牛を使用したハンバーグ。電子レンジ対応
なので、簡単にお召し上がりいただけます。5個入

＜ローストビーフの店 鎌倉山＞黒毛和牛
ハンバーグステーキ（和風たまねぎソース）

提供元：株式会社レストラン鎌倉山（ローストビーフの店	鎌倉山）

冷蔵便



12

魚
魚

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		113,000円

京都府京丹後市

但馬沖の漁場で獲れたカニの中でも、「魚政基準」で厳選された良質
な松葉ガニ。品質	身詰まり	美しさに優れた個体のみを水揚げされた松
葉ガニから見極め、選びました。

＜蟹の匠 魚政＞茹で松葉ガニ 匠の松葉ガニ
「魚政BLACK」特選700g

冷蔵便

提供元：株式会社魚政

寄附金額		41,000円

獲れたてのセイコガニ（ズワイガニ雌）を浜茹でして、丸ごと一杯を
剥き出し甲羅に盛りました。70g×5個

福井県越前町 提供元：福丸ごーじょーもん

＜福丸＞セイコガニ甲羅詰め 詰合せ
お届日指定可 冷凍便 寄附金額		28,000円

北海道登別市

本ズワイガニの身をぎっしり詰めた甲羅盛りに、かにみそをのせてお召
し上がり下さい。

＜丸勝水産＞
かに甲羅盛り4個＋かにみそ1個セット

提供元：丸勝水産株式会社

冷凍便

寄附金額		83,000円

北海道弟子屈町

抜群のボリュームが自慢のタラバガニ足と、秘伝の醤油ダレに漬け込ん
だいくら醤油漬け、北海道産の帆立玉冷をセットにしました。

タラバ足800g・いくら醤油漬け80g×2Ｐ・
ホタテ300g

提供元：株式会社加藤水産

冷凍便

魚
介
魚
介

Seafood

寄附金額		19,000円

北海道白糠町

サケの王様はキングサーモンですが、それを超えたサーモンとして「エ
ンペラーサーモン」とネーミングされています。より健康的に成長させ
るために、過密養殖を避け、より自然に近い環境で育てられています。

エンペラーサーモン（真空ブロック4～6個）
1000g

提供元：東和食品株式会社

冷凍便
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魚
魚

このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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

お届日指定可

山口県周南市

一度も冷凍していない身を一枚一枚丁寧に
ひいたふぐ刺し等のフルコースセットです。

国産とらふくフルコースセット
（2人前）

提供元：徳山ふくセンター

冷蔵便寄附金額		21,000円

お届日指定可

山口県山口市

活き車海老を氷水で素早く活き締めにした後、
真空包装にし、急速冷凍してお届けします。

秋穂産活き〆冷凍車海老
400ｇ×2

提供元：旭水産有限会社

冷凍便

寄附金額		30,000円

北海道江差町

そのまま食べるのも勿論、焼きガニや鍋に入
れると出汁も出ておすすめです。

漁師が選んだプレミアムかに爪 
500g

提供元：株式会社北前水産

冷凍便

寄附金額		33,000円

宮城県気仙沼市

ずわいがにの旨味と甘みが凝縮された贅沢
な部位だけを使いやすいパックにしました。

＜かに物語＞生ずわいがに
特大棒ポーション500g

提供元：株式会社カネダイ

冷凍便

寄附金額		39,000円

北海道別海町

甘味の強い大サイズのほたて貝柱は、お刺
身はもちろん、フライやステーキなどにもお
すすめです。

野付産刺身用帆立貝柱
大 1kg

提供元：カネシメ高橋水産株式会社

冷凍便

寄附金額		30,000円

お届日指定可

兵庫県新温泉町

山陰の高級食材の白イカを刺身用に処理し
たむき身をお届けします。

＜山米鮮魚＞
お刺身用 白イカむき身 500g

提供元：有限会社山米鮮魚

冷凍便

寄附金額		26,000円

お届日指定可

北海道千歳市

北海道で水揚げされた新鮮な毛ガニを、発
送当日に朝茹でしてお届けします。

＜かにのマルマサ＞北海道産
朝ゆで毛ガニ 330g 2尾

提供元：マルマサ物産株式会社

冷蔵便

お届日指定可

寄附金額		15,000円

兵庫県新温泉町

とろけそうな柔らかい食感と、ほのかな甘さ
をお楽しみください。

お刺身用甘エビ（船内冷凍）
Lサイズ 500g以上

提供元：有限会社山米鮮魚

冷凍便

寄附金額		39,000円

お届日指定可

神奈川県三浦市

天然ものにこだわり、一尾一尾異なる身質、
脂ののリを見極めたまぐろです。

天然本まぐろセットC
（大トロ・中トロ・赤身 各100g）

提供元：株式会社三崎恵水産

冷凍便
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魚
魚

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		13,000円

福岡県東峰村

新鮮なたらこの持ち味を丁寧に引き出しため
んたいと、熊本の名産、球磨焼酎のコラボ
返礼品です。

九州限定
球磨焼酎仕込みめんたい270g

提供元：福さ屋株式会社

冷蔵便 寄附金額		20,000円

北海道白糠町

パリっとした歯ごたえの数の子を使用。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 500g（化粧箱入り）

提供元：東和食品株式会社

冷凍便

お届日指定可

寄附金額		40,000円

北海道七飯町

味も彩りも良い、いくらを加えた北海道なら
ではの3種類の北の味覚です。

北の懐石 彩り海鮮3種セット

提供元：中水食品工業株式会社

冷凍便

寄附金額		25,000円

高知県南国市

皮目はパリっと香ばしく中身はレア食感。職
人の技が光る一本釣り鰹のたたき。計900g

＜土佐料理 司＞鰹の塩たたき3
本セット（ゆずポン酢、薬味付）

提供元：株式会社土佐料理司

お届日指定可

冷凍便

お届日指定可

寄附金額		22,000円

愛知県西尾市

肉厚で脂乗り良い1尾170gの特大サイズのう
なぎ2尾をご用意しました。

三河産鰻【炭火手焼き】
蒲焼きセット（A097）170g×2

提供元：株式会社ジャパンスタッフサポート

冷凍便

寄附金額		34,000円

お届日指定可

北海道白老町

厳寒の虎杖浜沖で水揚げされた新鮮な助宗
鱈を、一貫生産した無着色のたらこです。

虎杖浜たらこ『多良の子 極漬』
600ｇ

提供元：カネシメ松田水産株式会社

冷凍便寄附金額		50,000円

北海道釧路市

塩辛すぎず、甘すぎず、秘伝のタレでとこと
んこだわり抜いて漬け込みました。

いくら丼ぶり+いくら500gセット

提供元：株式会社マルサ笹谷商店直営店	釧之助共栄六通店

お届日指定可

冷凍便

寄附金額		40,000円

お届日指定可

新潟県

選び抜いた海の幸を塩漬にし、酒処新潟の
酒粕に漬け込んで仕上げる「粕漬」は明治
20年代から続く加島屋伝統の味です。

＜新潟加島屋＞三色粕漬タル5

提供元：株式会社加島屋

冷蔵便
寄附金額		18,000円

新潟県

冷たい風で干すことで鮭本来の旨味を引き出
した4種類の詰合せです。

＜新潟たけうち＞
鮭づくし詰合せ（SKF50）

提供元：新潟たけうち

冷凍便
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魚
魚

このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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		88,000円

宮城県気仙沼市

王道のふかひれの姿煮と、焼くというスタイ
ルでいただくフカヒレステーキのセットです。

＜石渡商店＞
ふかひれ「姿」セット

提供元：株式会社石渡商店

寄附金額		22,000円

お届日指定可

宮崎県延岡市

宮崎県産のからすみブロックとパウダーです。
芳醇で濃厚な味わいをお楽しみください。

ギフトセットB
“ひなた黒潮からすみ”

提供元：合同会社SA･Te黒潮

冷蔵便

寄附金額		41,000円

京都府京丹後市

別名「白身魚のトロ」。身は柔らかく上品な
脂が、体の隅 ま々でよく乗っています。

＜蟹の匠 魚政＞のどぐろ「一夜
干し」中サイズ（245g）×3尾

提供元：株式会社魚政

冷凍便

寄附金額		44,000円

お届日指定可

宮崎県延岡市・日向市

海の香りとクリーミィなキャビアと上質な甘み
と深いコクが特徴のキャビアのセットです。

宮崎キャビア1983 & 1983 JCAVIAR
オシェトラ 贅沢食べ比べセット（12g×2）

提供元：ジャパンキャビア株式会社

冷凍便

お届日指定可

寄附金額		30,000円

熊本県上天草市

熊本県天草沖で育ったムラサキウニ。その日
水揚げされたばかりのものをビン詰めしました。

無塩生うにと一汐うにのセット
【熊本県天草産】2種（各60g）

提供元：有限会社水野食品

冷凍便

寄附金額		20,000円

静岡県吉田町

国産の良質な活うなぎを、鮮度を守りながら
職人が真心こめてふっくら柔らかく江戸前仕
立てに仕上げました。

MIN国産うなぎ蒲焼（有機原材
料使用たれ）4串詰合せ

提供元：株式会社フーズ・ユー綱正

冷凍便

寄附金額		30,000円

三重県紀北町

バターで焼いてからカットしてあります。磯の
香りとあわびの旨味をお楽しみ下さい。

鮑ステーキ（3個）

提供元：株式会社紀伊長島

お届日指定可

冷凍便

寄附金額		30,000円

三重県紀北町

アラから濃厚なエキスが出る、身：アラが2：
3の「黄金比率」でセットしています。

本クエ鍋セット（2～3人前）

提供元：株式会社紀伊長島

冷凍便

寄附金額		29,000円

お届日指定可

京都府京丹後市

丹後半島の周りで育つ黒あわび。身厚なも
のを選び、旨味を凝縮しました。

＜天の酒喰食房＞
「京丹後産」蒸し煮鮑 1個

提供元：天の酒喰食房

冷凍便
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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		11,000円

和歌山県湯浅町

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育てました。

有田みかん 3kg

提供元：株式会社小南農園

寄附金額		20,000円

宮崎県新富町

国内にわずか1％しか流通していない貴重な国産ライチです。鮮やかな
赤色の果皮と手のひらに感じる重み。皮をむくと驚くほどたっぷりの果
汁があふれだし、白く透き通った果肉が現れます。

新富ライチ10粒

提供元：有限会社森緑園

寄附金額		20,000円

あかい・まるい・おおきい・うまいの頭文字をとって名付けられた
あまおうは甘さと酸味のバランスがちょうど良く、多汁で苺の旨味を
口の中いっぱいに感じられます。ギフト箱に入れてお送りいたします。

福岡県古賀市 提供元：南国フルーツ株式会社

福岡産 あまおう 24～30粒
冷蔵便2022年1月下旬～3月下旬発送

2022年11月下旬～2023年1月中旬発送

寄附金額		14,000円

山形県寒河江市

山形県寒河江市で採れた佐藤錦です。山形県出荷基準よりもさらに厳
しい独自の選果基準で選び抜いた佐藤錦をお届けします。

＜丸松青果＞山形県寒河江市産さくらんぼ
（佐藤錦・秀）Lサイズ 500ｇ

提供元：株式会社丸松青果

冷蔵便2023年6月下旬～7月上旬発送

2023年6月上旬～7月中旬発送 冷蔵便

寄附金額		40,000円

長野県中野市

冷蔵保管し冬に出荷を行うシャインマスカットです。

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（1.4kg）

提供元：中野市農業協同組合

2022年12月中旬～12月下旬発送 冷蔵便

三越伊勢丹選定

フル
ーツ・野
菜
野
菜

Fruits and
Vegetables 
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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		60,000円

静岡県袋井市

地面から離した土の中で1本の木に1つの実
だけを残して育てます。

＜日本橋 千疋屋総本店＞
マスクメロン 1.3kg

提供元：株式会社千疋屋総本店

寄附金額		14,000円

滋賀県竜王町

生産者が出荷する農産物の中から、野菜ソム
リエが朝採り新鮮お野菜を詰めます。

野菜ソムリエが選ぶ
野菜詰合せセット（5～10品目）

提供元：アグリパーク竜王

寄附金額		19,000円

宮崎県串間市

糖度15度以上、重さ350g以上、色と形が美
しいをクリアした太陽のタマゴです。

太陽のタマゴ（マンゴー）
【赤秀】4L（1玉）

提供元：JA串間市大束

冷蔵便

2023年６月初旬～７月末発送

寄附金額		30,000円

長野県

サクサクとした小気味良い食感と、噛んだと
きにフワッと広がる爽やかな香りが特徴です。

＜匠フルーツ＞シナノスイート
5kg（11～18個）

提供元：株式会社エーキャンバス

冷蔵便

2023年10月上旬～10月下旬発送

寄附金額		16,000円

岩手県奥州市

「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。

江刺りんご「サンふじ」
16～18玉【中玉】5kg

提供元：有限会社佐々豊

2022年12月中旬～12月下旬発送

冷蔵便 寄附金額		20,000円

福島県桑折町

全国に誇る福島を代表する品種で「献上桃
の郷」の商標登録が認められました。

もも（あかつき）特秀 3kg
「献上桃の郷」ブランド認定品

提供元：ふくしま未来農業協同組合

2023年7月下旬～8月上旬発送

寄附金額		16,000円

北海道名寄市

生でも食べられるホワイトコーンと、すっきり
とした甘さのスイートコーンをお届けします。

北海道名寄市産スイートコーン
&ホワイトコーン食べ比べ各5本

提供元：JA道北なよろ

冷蔵便

2023年8月中旬～9月中旬発送

寄附金額		16,000円

北海道美幌町

太陽の光を十分に浴びたアスパラガスは、
風味豊かで強い甘味が特徴です。

ハウスアスパラガス1kg （2L）

提供元：美幌町農業共同組合

冷蔵便

2023年4月上旬～5月上旬発送

寄附金額		15,000円

鳥取県江府町

新甘泉は高糖度で酸味が少ないのが特徴で
す。

鳥取県産 新甘泉【秀】3kg

提供元：JA全農とっとり

2023年9月上旬～9月中旬発送

三越伊勢丹選定
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米

このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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		14,000円

お届日指定可

山形県鶴岡市

全国の三越伊勢丹グループでの山形物産展
で好評いただいている特別栽培米のつや姫。

＜井上農場＞
特別栽培米 つや姫5kg

提供元：井上農場

寄附金額		20,000円お届日指定可

新潟県

新潟産「こがねもち」を100％使って搗き上
げた越後餅。つなぎ等は一切使わず、どの
ような調理でも甘みを堪能できます。10枚入
×6袋

越後新潟 黄金もち 6個

提供元：株式会社堀商店

寄附金額		14,000円お届日指定可

福島県二本松市

-1℃の冷蔵庫でゆっくり熟成させ、旨味成分
を存分に引き出し、みずみずしくしっとりまろ
やかに仕上げました。300g×7個

二本松十万石米コシヒカリ～
特選ギフト（小）～【氷蔵熟成】

提供元：株式会社エフォート

寄附金額		30,000円

新潟県

新潟県が誇るプレミアム米「新之助」。

新潟県産新之助10kg

提供元：株式会社こしじ販売新潟ひかりっこ

寄附金額		18,000円お届日指定可

新潟県

米どころ新潟の名産地・魚沼産のコシヒカリ
です。コシヒカリ最高峰の味わいをぜひお楽
しみください。

魚沼産コシヒカリ10kg

提供元：株式会社堀商店

寄附金額		15,000円

北海道雨竜町

艶やかでもちっと、ほど良く豊かな甘味が口
の中いっぱいに広がります。

うりゅう米ゆめぴりか無洗米
5kg

提供元：きたそらち農業協同組合

寄附金額		22,000円

お届日指定可

秋田県鹿角市

奥羽山脈からの豊富な水と、昼夜の寒暖差
が大きい土地で育ったあきたこまちです。

秋田県鹿角産あきたこまち
特別栽培米10kg（5kg×2）

提供元：JAかづの

寄附金額		16,000円

北海道深川市

炊き上がりのツヤ・香り、しっかりとした粒、
程よい粘り、噛むたびに甘みを感じます。

北海道ふかがわ米ななつぼし
無洗米5kg×2

提供元：きたそらち農業協同組合

寄附金額		10,000円お届日指定可

新潟県阿賀町

小粒ながらコシヒカリの旨みが凝縮された上
川米は知る人ぞ知る銘米として地元新潟でも
愛されています。

無洗米東蒲原上川産
コシヒカリ5kg

提供元：株式会社堀商店

米 Rice
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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		36,000円

お届日指定可

神奈川県鎌倉市

国産豚ロース肉を伝統の調味液に漬け込み、
一本ずつ職人の手で作り上げました。600g×2

＜鎌倉ハム富岡商会＞
熟成布巻きロースハムセット

提供元：鎌倉ハム富岡商会

冷蔵便 寄附金額		20,000円

山形県高畠町

ドイツの国際食肉コンテストでも数々の金賞を
受賞したソーセージとベーコンのセットです。

＜スモークハウスファイン＞
ドイツ国際食肉コンテスト金賞
ソーセージファインセット

提供元：株式会社ファイン（スモークハウスファイン）

冷蔵便

寄附金額		21,000円

お届日指定可

岐阜県高山市

飛騨牛最高等級の肉を1缶に150g使用。肉
の旨味いっぱいの贅沢なカレーです。

“ミシュラン一つ星” 飛騨牛
カレーAセット（2缶入り）

提供元：ロハス株式会社（飛騨季節料理	肴）

惣菜・加工品 Processed foods

寄附金額		13,000円

宮崎県高鍋町

こだわりの薄皮と、宮崎県産豚肉、国産野菜
を使用した安心の食材で作られた餃子です。

おもてなしギョーザセット1
（12個入×2・棒餃子6本入×2）

提供元：有限会社たかなべギョーザ

冷凍便

寄附金額		15,000円

鳥取県境港市

鯵を傷めず、肉質を十分に活かせるよう、衣
はすべて手付けで行っています。

KADOYAのアジフライ
6尾入×４パック

提供元：角屋食品

冷凍便

寄附金額		15,000円

お届日指定可

香川県小豆島町

ふっくらつややかな黒豆煮は、すっきりとした
甘味とモチモチとした食感です。

丹波産黒豆煮290g×3本セット

提供元：丸金食品株式会社

寄附金額		12,000円

新潟県

天然イトヨリダイを100％使用し、石臼でなめ
らかにしたすり身を板かまぼこに。500g×2本

＜竹徳かまぼこ＞
板かまぼこ詰合せ

提供元：竹徳かまぼこ株式会社

冷蔵便

寄附金額		10,000円

山口県周南市

豆乳ホワイトソースで旨味を引き出しました。
そのまま食卓に並べればオードブルに。

国産殻付きかきグラタン
豆乳仕立て3個×6パック

提供元：カン喜

冷凍便

寄附金額		20,000円

三重県松阪市

松阪豚100％で作った、とろけるような舌触り
が特徴の生ハムです。

＜松阪豚専門店 まつぶた＞
松阪豚 肩ロース生ハム100ｇ×3

提供元：株式会社YCまつぶた	PIG	STORY

冷凍便
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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		35,000円

お届日指定可

山梨県韮崎市

垣根式で栽培している自社農園穂坂日之城農
場の葡萄で造られた生産数量限定ワインです。

日之城シャルドネ トラディショ
ナル・ブリュット2006

提供元：本坊酒造株式会社マルス穂坂ワイナリー

冷蔵便寄附金額		31,000円

宮崎県都城市

霧島酒造の焼酎は都城市で欠かせないお酒
です。お好みの飲み方でお召し上がり下さい。

焼酎セットC・
黒霧島（25度）1800ml瓶1本・
白霧島（25度）1800ml瓶1本・
赤霧島（25度）1800ml瓶1本

提供元：松石酒店

寄附金額		25,000円

三重県紀北町

G7伊勢志摩サミットにおいて各国の首脳陣
らに提供。宿泊ホテルにも常備されました。

＜デアルケ＞【伊勢志摩サミット
提供】極上200％トマトジュース 
2本ギフトセット

提供元：株式会社デアルケ

寄附金額		30,000円

お届日指定可

山梨県北杜市

七賢を代表する高級酒（大中屋、甲斐駒）
を堪能できる贅沢なセットです。

七賢 日本酒 純米大吟醸飲み
比べ720ml×2本セット

提供元：山梨銘醸株式会社

寄附金額		37,000円

三重県伊賀市

G7伊勢志摩サミット乾杯酒と全国新酒鑑評
会入賞酒のセットです。

【伊勢志摩サミット乾杯酒】
【七代目若手杜氏渾身の酒】
半蔵 純米大吟醸・大吟醸雫酒
720ml×2本

提供元：株式会社大田酒造

寄附金額		22,000円

お届日指定可

北海道恵庭市

北海道限定ビールとして確固たる地位を確
立、麦芽100％のビールブランドです。

サッポロクラシック缶
350ml×24本

提供元：サッポロビール株式会社

寄附金額		22,000円

静岡県御殿場市

グレーンウイスキーのみでブレンドされたシン
グルブレンデットウイスキーです。

キリンウィスキー シングルブレン
デットジャパニーズウィスキー富士

提供元：富士御殿場蒸留所

寄附金額		15,000円お届日指定可

福井県越前町

化学肥料を一切使用しない有機米「田んぼ
の天使」。この米麹100%で作り上げました。

＜田んぼの天使＞
有機コシヒカリ米麹100％

「天使のあまざけ」5本入り

提供元：株式会社田んぼの天使

寄附金額		44,000円

新潟県

酒米が違う、新潟の代表的・人気銘柄純米
大吟醸のセットです。それぞれの酒米の個性
をご堪能ください。

酒米が違う 新潟人気銘柄
純米大吟醸飲み比べセット

提供元：朝日酒造株式会社、株式会社北雪酒造、青木酒造株式会社

ギフト のし

酒・飲料 Alcohol, Beverage　※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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菓
菓

このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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。　 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。

寄附金額		20,000円

お届日指定可

東京都武蔵野市

様々な素材の風味を生かすレシピで構成し、
1粒にその風味を閉じ込めました。

＜プレスキルショコラトリー＞
マリアージュ ショコラ18P

提供元：プレスキルショコラトリー

冷蔵便 寄附金額		22,000円

京都府亀岡市

サロン・デュ・ショコラにも出展、フランスやベル
ギーで修行したパティシエのショコラセットです。

＜エプルヴェイシカワ＞「コンプリー
ト」ショコラ14個&パレオランジュ2枚

提供元：エプルヴェイシカワ

冷蔵便

寄附金額		21,000円

岐阜県中津川市

和菓子職人の技術とジェラート職人の技術を
融合した最中アイスをご堪能ください。

＜中津川 市之瀬＞最中アイス4
種（和栗・ほうじ・伊勢茶・小倉）
各４個（計16個）

提供元：ドリームジャパン株式会社（中津川	市之瀬）

冷凍便

寄附金額		13,000円

北海道千歳市

ルタオを代表するチーズケーキ、ドゥーブルフ
ロマージュとショコラドゥーブルのセットです。

＜ルタオ＞ドゥーブル食べ比べセット
（ドゥーブルフロマージュ＋ショコラ
ドゥーブル）各1個（各直径12㎝）

提供元：株式会社ケイシイシイ

冷凍便 寄附金額		20,000円

お届日指定可

石川県宝達志水町

健康に育てたいちごの素材を生かし、柴野
氏独自の工夫を加えたイチゴジェラートです。

世界ジェラート大使 柴野 大造
＜マルガージェラート＞ジェラート（苺）１２個

提供元：トレジャーふぁーむ

冷凍便

寄附金額		20,000円

岐阜県高山市

クープ・デュ・モンドで世界3位を獲得したシェ
フが、毎年焼き続けているクリスマス菓子。

＜トラン・ブルー＞
シュトレン500g

提供元：トラン・ブルー

2022年11月中旬～12月25日発送2023年1月下旬～3月下旬発送

寄附金額		12,000円

お届日指定可

岡山県岡山市

口の中いっぱいに濃厚なミルクの風味が広が
るクリームはもっちりパンと相性抜群です。

生クリームパン詰め合わせ
8個入

提供元：リノ（清水屋）

2022年6月上旬～12月中旬発送

冷凍便 寄附金額		11,000円

福岡県太宰府市

甘さ控えめの粒餡をもち米とうるち米の薄皮生
地で包み香ばしく焼き上げた太宰府名物です。

冷凍梅ヶ枝餅
10個入り×2パック

提供元：株式会社かさの家

冷凍便

寄附金額		18,000円

お届日指定可

福井県鯖江市

メゾンドレトワール人気No.1商品。アルフォンソマ
ンゴーを60％以上使用したマンゴーの王様プリン。

<メゾン・ド・レトワール>
マンゴーの王様プリン10個入

提供元：株式会社ルクールエイトプラス

冷蔵便

菓子 Sweets
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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。

寄附金額		186,000円

寄附金額		450,000円

三重県鳥羽市

伊勢志摩の恵みを活かした美食の数々。名門ホテル「鳥羽国際ホテル」
の季節に合わせた代表的な味わい12種類を毎月1種ずつお届けいたし
ます。

鳥羽国際ホテル「伊勢志摩美食便り」
12カ月定期便（MKt-034）

提供元：鳥羽国際ホテル

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		159,000円

三重県多気町

三重県多気町の豊かな自然に囲まれた環境にある「竹内牧場」。牧場
主の竹内夫妻が、丹精込めて育てた松阪牛赤身肉（ステーキ用・すき
焼用・しゃぶしゃぶ用・焼肉用）を4回定期便コースでお届けします。
※4カ月霜降りコースもございます。

＜お肉の専門店スギモト／竹内牧場＞
松阪牛【赤身コース】4カ月定期便

提供元：杉本食肉産業株式会社

冷凍便 定期便

定期便

寄附金額		97,000円

宮城県気仙沼市

気仙沼で80年以上続く精肉店＜亀山精肉店＞より。厳しい条件をクリア
した最高峰のA-5ランクのみがなれる仙台牛。毎月異なる部位をお届け
する3カ月コース。

＜亀山精肉店＞仙台牛 毎月届く肉の定期便
3カ月コース

提供元：有限会社亀山精肉店

冷凍便 定期便

三越伊勢丹ふるさと納税で人気の新潟県の返礼品を毎月月替わりで
お届けする12カ月コースです。定期便のお届け日は、毎月20日から
月末までの予定となります。	 ※定期便3回、6回コースもございます。

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カ月コース 

寄附金額		175,000円

宮城県気仙沼市

＜かに物語＞人気のカレー、グラタン、蟹鍋、ポーションを順番にお届
けすします。

＜かに物語＞贅沢かにたっぷり定期便
４カ月連続お届け

提供元：株式会社カネダイ

Cyclic

定
期
便

冷凍便 定期便
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定
期
便

このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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		200,000円

福井県越前町

越前漁師「福丸」がお勧めする、越前の旬
の魚を集めた定期便12カ月コースです。

【毎月届く定期便12カ月コース】
＜福丸＞越前海の幸定期便

提供元：福丸ごーじょーもん

定期便

寄附金額		85,000円

山形県鶴岡市

山形県庄内地方で生産された、旬の野菜の
詰め合わせセットになります。
※定期便3カ月、定期便12カ月コースもございます。

※定期便6カ月コースもございます。

【毎月届く定期便6カ月コース】
＜SHONAI ROOTS＞旬の野菜セット

提供元：YAMAGATA	DESIGN	AGRI株式会社

冷蔵便
冷蔵便

定期便
定期便

寄附金額		94,000円

大分県日田市

天然活性水素水とも呼ばれ、弱アルカリ性の
ミネラルウォーターの６回定期便です。

【定期便】日田天領水
2L×10本（6回届け）

提供元：株式会社日田天領水

定期便

寄附金額		63,000円

高知県南国市

南国土佐で育った当園自慢の5種のフルーツ
を旬の時期にお届けします。

【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）

提供元：株式会社西島園芸団地

寄附金額		240,000円

京都府亀岡市

京都府亀岡の地で丹念に育てた旬の京野菜
をお届けします。

＜京都ハバネロの里＞
京野菜詰め合わせ（7種以上）

【12カ月定期便】

提供元：京都ハバネロの里

寄附金額		114,000円

静岡県富士宮市

ローヤルプロポリス：はちみつ含みます。1歳
未満のお子様には与えないで下さい。※富士
宮市内で製造

＜AFC/エーエフシー 定期便A＞
ローヤルプロポリス1500 50mL×30本 
3回お届け（1月・2月・3月）1月開始

提供元：株式会社エーエフシー

定期便

寄附金額		53,000円

山形県寒河江市

フルーツ王国寒河江市より、さくらんぼ・桃・
ラフランス・りんごを旬の時期にお届けします。

フルーツ王国寒河江より
旬のフルーツ定期便全4回

提供元：丸松青果

定期便

寄附金額		240,000円

新潟県阿賀町

農業生産法人	越後ファームが生産し、日本橋三
越本店・伊勢丹新宿店でもお取り扱いしています。
※定期便6カ月コースもございます。

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）定期便12回

提供元：越後ファーム株式会社

定期便

寄附金額		36,000円

静岡県藤枝市

きき湯ギフト24包・日本の名湯ギフト24包・
日本の名湯通のこだわり70包。パッケージ
デザインが変更になる場合がございます。

＜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

提供元：株式会社バスクリン

定期便

冷凍便

※定期便3回、4回コースもございます。

定期便

三越伊勢丹選定

※定期便6カ月コースもございます。

2023年6月上旬～11月下旬発送

※12L×2箱の6回届けコースもございます。
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年
年
年
年
年

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		25,000円

東京都小金井市

敷地内のスモークハウスで燻したノルウェー産
サーモン、鹿児島産黒豚の生ハム、自家製干し
牛肉「ビュントナーフライシュ」のセット。手間を
惜しまずに、調理した自信の品々、TERAKOYA
のこだわりをご自宅でお楽しみください。

＜TERAKOYA＞オードブルセット

提供元：株式会社寺子屋（レストランTERAKOYA）

寄附金額		12,000円

京都府亀岡市

シルクのようになめらか肉質、上質な脂肪分
と深いコクを持つ「京丹波黒どり」モモをロー
ストしました。

＜丹波山本＞地鶏丹波黒
どりローストレッグ2本

提供元：株式会社ヤマモト

寄附金額		14,000円

大分県別府市

大分県産牛乳と卵に、イチゴのピュレを加え
て作ったデコレーションケーキ。甘さ控えめ、
ミルキーな味にほどよいイチゴの酸味が加
わって老若男女問わずお召し上がりいただけ
ます。お祝いにもおすすめです。直径15㎝	

イチゴムースデコレーション

提供元：EPANOUIR	エパヌイール

冷凍便

お届日指定可

冷凍便

三越伊勢丹選定

年末年始に
愉しむ
～家族や大切な人と過ごす年末年始におすすめの返礼品～

冷蔵便
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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。

提供元：株式会社海星	八幡平工場

寄附金額		10,000円

秋田県鹿角市

見た目がきれいでとてもかわいらしい、エビ
やあなご、金目鯛など10種類のネタの手まり
寿司10種のセット。常温で解凍でき、急な
来客やホームパーティーなど様々なシーンで
お楽しみいただけます。10種×2パック

＜海星＞てまり寿司10種セット
冷凍便

寄附金額		41,000円

秋田県鹿角市

「きりたんぽ発祥の地」秋田県鹿角市のきりた
んぽ鍋。少し濃いめの醤油味のスープがきりた
んぽにしっかりと浸み込み、プリプリした食感
の比内地鶏にもマッチ。作り方のレシピも付き
で初めての方でも簡単に美味しく食べられます。

比内地鶏きりたんぽ鍋セット
4～5人前 みそつけたんぽ付き

提供元：サロン・ド割烹	美ふじ

冷蔵便

お届日指定可

提供元：株式会社	たん熊北店

寄附金額		80,000円

京都府亀岡市

京料理の伝統を受け継いできたたん熊北店
が、丹精込めて仕上げた味をご堪能ください。

たん熊北店のおせちセット
二段重【亀岡市オリジナル】

【12/31お届け】
冷蔵便
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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 Tableware

寄附金額		66,000円

石川県輪島市

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」。石川県輪島市にて、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。

＜輪島キリモト＞端反椀・中・本朱

提供元：輪島キリモト

寄附金額		258,000円

新潟県燕市

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カトラ
リーメーカー「サクライ」とが共同開発をした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。

ジョエル・ロブション セレクション

提供元：株式会社サクライ

寄附金額		272,000円

石川県輪島市

約縦15㎝×横15㎝×高さ14㎝／布着せ本堅
地仕上げ、天然木（アテ、アテ合板）、天然漆

＜中島忠平漆器店＞
NEGORO3段重・曙

提供元：中島忠平漆器店

寄附金額		60,000円

岩手県奥州市

急須／容量約0.5L、本体外径約14㎝、重量
約1.0kg、鍋敷き／径約16.5㎝	IH・直火不可

南部鉄器 急須 令和 0.5L
（金色茶こし付）

提供元：株式会社及富

寄附金額		74,000円

佐賀県伊万里市

約直径15㎝×高さ2.8㎝／磁器

＜文三窯＞
染錦黄濃み和皿5枚セット

提供元：文三窯

寄附金額		118,000円

石川県輪島市

小：約直径16.5㎝／中：約直径24.2㎝／大：
約直径30.3㎝／欅／液体ガラス塗料

＜四十沢木材工芸＞
輪花盆 大中小セット

提供元：四十沢木材工芸

寄附金額		43,000円

栃木県益子町

約直径15.5㎝×高さ2.6㎝／陶器

＜amabro＞
MOOMIN MASHIKO
POTTERY-GLAZE- 5種セット

提供元：村上美術株式会社

寄附金額		24,000円

千葉県大網白里市

箸置き×5／サイズ：約直径5㎝／ソーダガラ
ス

＜Sghr スガハラ＞
tsubaki 椿：箸置き5色セット

提供元：菅原工芸硝子

ⒸMoomin	CharactersTM
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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。

キッチン用品 Kitchen goods

寄附金額		55,000円

三重県伊賀市

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。

伊賀焼 炊飯土鍋「かまどさん」三合炊き

提供元：長谷製陶株式会社

寄附金額		30,000円

岩手県奥州市

3～4人で囲める餃子にもおすすめの厚手の鉄鋳物のすき焼鍋です。約
縦27.8×横34.8×高さ8.3㎝、重量：約3.56kg、容量：約2.3L
※鋳造の性質上、サイズ、重量に個体差が出ます。ＩＨ対応可

＜OIGEN＞南部鉄器 すき焼ぎょうざ兼用鍋26㎝

提供元：及源鋳造株式会社

寄附金額		100,000円

新潟県燕市

小：直径16×幅23×高8㎝／中：直径18×幅
25×高9㎝／大：直径20×幅27×高10㎝

「ずっと使える、重なるお鍋」
十得鍋（5点セット）

提供元：株式会社宮﨑製作所

寄附金額		15,000円

新潟県燕市

刃渡り：約23.5㎝／全長：約37.5㎝／刀身：
ステンレス刃物鋼／ハンドル：積層強化木

＜藤次郎＞
NIIGATA越品オリジナル
パンスライサー

提供元：藤次郎株式会社

寄附金額		18,000円

新潟県燕市

ケース：約幅8.9×奥行16.1×高4.6㎝／ナイ
フ：約幅1.5×奥行15×高3.6㎝

＜EAトCO＞
バターケースコンテナ、
ヌル バターナイフセット

提供元：株式会社ヨシカワ

寄附金額		169,000円

福井県越前市

刃付け：両刃／刃渡り：約18㎝／柄の長さ：
約12.2㎝／刃：R2/SG2／柄：花梨

＜佐治 武士＞
R2/SG2 鎚目（丸）三徳包丁
和包丁 180㎜ 花梨柄

提供元：株式会社佐治打刃物

寄附金額		25,000円

新潟県燕市

ボウル：約直径18.3×H10.3㎝／丸バット：約直
径18.8×Ｈ1.8㎝／平ザル：約直径18.8×H1.4㎝

＜conte（コンテ）＞まかないボ
ウル180 まかない丸バット180 
まかない平ザル180

提供元：一菱金属株式会社

寄附金額		37,000円

新潟県燕市

約縦13×横13×高6㎝、約570ml、おろし金：
銅／錫メッキ・器：銅／内面錫メッキ

＜新光堂＞銅おろし器（銅器）

提供元：新光金属株式会社
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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。

寝具・タオル Bedding, Towel

寄附金額		349,000円

愛知県幸田町

エアウィーヴの特長である寝返りのしやすさや、体圧分散はそのままに。
より布団らしい、ふっくら柔らかな感触の一枚敷きできるモデル。カバー
は両面仕様で四季を通じて快適。幅約97×長さ約195×厚さ約8㎝

＜エアウィーヴ＞四季布団シングル

提供元：株式会社エアウィーヴ

寄附金額		224,000円

山梨県市川三郷町

点で支えるムアツふとん。独自の凹凸構造と計算されたタマゴ型フォル
ムで、快適な寝姿勢を支えます。9×91×200㎝、側地：ポリエステル
100％（ポリジン加工	吸水速乾加工）、詰物：ウレタンフォーム

＜昭和西川＞
ムアツ敷きふとん 2フォーム100 シングル

提供元：昭和西川株式会社

寄附金額		145,000円

長崎県壱岐市

詰めもの：マザーシルバーダックダウン90%・
フェザー10%、1.2kg　色違い有り

羽毛掛けふとん シルバープリン
セス（R）マザーダック ダウン90％ 
S［オルレア］ベージュ シングル

提供元：富士新幸九州有限会社

寄附金額		184,000円

大阪府泉大津市

ヨコ糸：カシミヤ100%（毛羽部分）、タテ糸：
ポリエステル100％、約140㎝×200㎝

＜ニッケ毛布＞
カシミヤ毛布（毛羽部分）

提供元：大野繊維工業株式会社

寄附金額		250,000円

山梨県都留市

詰めもの：ポーランド産ホワイトグースダウン
90％・フェザー10％、0.95kg　他サイズ有り

＜kokiku＞［シングル］ダウンパ
ス 羽毛合掛けふとん ポーラン
ドホワイトグース ダウン90％

提供元：富士新幸株式会社

寄附金額		75,000円

大阪府泉大津市

ウール100％（経糸・横糸共にウール糸使
用のウール毛布）、約140×200㎝

＜レルシエンテ・ルホ＞
ウール毛布

提供元：日の出毛織株式会社

寄附金額		734,000円

山梨県都留市

詰めもの：ハンガリー産ホワイトマザーグースダ
ウン95％・フェザー5％、1.2kg　他サイズ有り

＜とろける羽毛ふとん＞
［シングル］掛けふとん
専用カバー付き/クリーム

提供元：株式会社ディーブレス

寄附金額		15,000円

大阪府阪南市

綿100％、34×85㎝×２枚、今治タオルブラン
ド認定商品：第2010-325号	事業者包装紙

なめらかバンガロール organic フェ
イスタオル/オフホワイト２枚箱入れ 
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

提供元：渡辺パイル織物株式会社

大物配送

ギフト のし
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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。　大物配送 	お届けが出来ない地域がございます。　 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。

ファッション・雑貨 Fashion goods, Daily goods

寄附金額		495,000円

岩手県雫石町

セイコーダイバーズの原点となる1965ダイバーズがベース。半世紀を超
える歴史や培われてきた技術の積層を、長い時間をかけて形成された
氷河と重ね合わせ、ディープブルーのダイヤルとソリッドなブラックのベ
ゼルで表現しています。

セイコープロスペックス SBDC165

提供元：株式会社クロノス

寄附金額		298,000円

三重県鳥羽市

アコヤパールを厳選し、職人の手仕事で一粒一粒丁寧に仕上げます。
返礼品としては三越伊勢丹ふるさと納税サイト限定でのご案内。ネック
レス：約42㎝、クラスプ：SV、イアリング：8㎜玉、SV、アコヤパール

アコヤパール ネックレス・イヤリング（E8.0㎜）
セット （白）2（MKhp-012）

提供元：有限会社長谷川パール

寄附金額		45,000円

北海道砂川市

フリーサイズ、バックル：スクエア、ベルト幅：
33㎜、素材：牛革　色違い有り

＜ソメスサドル＞M-02 ベルト
（スクエア33㎜） ブラック

提供元：ソメスサドル株式会社

寄附金額		173,000円

岐阜県高山市

約幅90×奥行45×高さ33（たたむと8）㎝／
材種：国産クリなど／重さ：約8kg／耐荷重：
約40kg

＜オークヴィレッジ＞
折りたたみ小机 ナチュラル

提供元：オークヴィレッジ株式会社

寄附金額		15,000円

福井県鯖江市

約縦6.5×横1.3×厚み1.5㎝	※切り出し位置
によって一点一点模様が異なります。

＜KISSO＞
sabaeつめきり マルチ

提供元：株式会社キッソオ

寄附金額		12,000円

京都府京丹後市

スキンソープ（洗顔石けん）約100g・ハンド
クリーム（油性クリーム）約60g

＜きぬもよふ＞スキンソープ（洗
顔石けん）100g・ハンドクリーム

（油性クリーム）60gセット

提供元：丹後織物工業組合

寄附金額		48,000円

愛媛県松山市

サイズ：S・M・L・LL／素材：人工皮革・
牛革・EVA	等

＜Reela＞ルームサボ
グロスレザー マスタード

提供元：ヤマト株式会社

寄附金額		10,000円

高知県土佐市

幅110×φ115㎜×長さ22m／三枚重ね、純粋
パルプ100％・無香料、保湿ローション不使用

うさぎ 3枚重ね（高級トイレット
ロール） 赤箱＋白箱 4個入り

提供元：望月製紙株式会社
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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。

旅行・チケット Trip, Ticket

寄附金額		100,000円

山梨県北杜市

八ヶ岳の大自然の恵みを愉しむワインリゾート＜星野リゾート　リゾナーレ
八ヶ岳＞のご宿泊代として利用可能な3万円分の宿泊券です。宿の公式サイ
トで販売される観光支援策や各種割引キャンペーンとの併用が可能です。

＜星野リゾート　リゾナーレ八ヶ岳＞
ふるさと納税宿泊ギフト券（30,000円分）
チケット配送

寄附金額		100,000円

北海道白老町

＜界	ポロト＞のご宿泊代として利用可能な3
万円分の宿泊券です。

＜界 ポロト＞ふるさと納税
宿泊ギフト券（30,000円分）

提供元：株式会社大和

チケット配送

寄附金額		50,000円

山梨県北杜市

1100坪の森のドッグラン、アジリティガーデ
ンなど愛犬向け施設が充実しています。

＜八ヶ岳わんわんパラダイス＞
宿泊クーポン券15,000円分

提供元：八ヶ岳わんわんパラダイス

チケット配送

寄附金額		106,000円

島根県松江市

＜界	玉造＞のご宿泊代として利用可能な3万
円分の宿泊券です。

＜界 玉造＞ふるさと納税
宿泊ギフト券（30,000円分）

提供元：株式会社大和

チケット配送

寄附金額		50,000円

山梨県北杜市

最上階には天文台が併設されており、宿泊
者限定の星空観察会を開催しています。

＜清里高原ホテル＞
宿泊クーポン券15,000円分

提供元：清里高原ホテル

チケット配送

寄附金額		100,000円

大分県別府市

＜界	別府＞のご宿泊代として利用可能な3万
円分の宿泊券です。

＜界 別府＞ふるさと納税
宿泊ギフト券（30,000円分）

提供元：株式会社大和

チケット配送

寄附金額		40,000円

京都府京丹後市

日本海に面した美食のまち、京丹後市。多
彩な宿で癒しのひとときをお楽しみください。

＜京丹後市観光公社＞
京丹後宿泊クーポン12,000円分

提供元：京丹後市観光公社

チケット配送

提供元：株式会社大和

寄附金額		100,000円

和歌山県白浜町

源泉からのかけ流しの湯を使った温泉、高台からのロケーション、そし
て地元の食材を使った料理を堪能できる＜INFINITO	HOTEL&SPA	南
紀白浜＞のご精算に利用可能な3万円分の施設利用券です。

＜INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜＞
宿泊クーポン券30,000円分
チケット配送

提供元：INFINITO	HOTEL&SPA	南紀白浜
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このページに掲載の
返礼品はここからチェック！

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。　 チケット配送 	券面に記載の各施設の窓口へ、ご自身でお申し込みいただくチケットです。

寄附金額		80,000円

山形県米沢市

国指定登録文化財「上杉伯爵邸」のお食事
ご招待券。米沢でしか味わえない伝統郷土
料理をお楽しみください。

ランチ&ディナーペア券
上杉伯爵邸

提供元：上杉観光開発株式会社

チケット配送

寄附金額		108,000円

茨城県つくばみらい市

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。

取手国際ゴルフ倶楽部 土日祝
プレー券（1名様） 東コース
乗用カートセルフプレー限定

提供元：取手国際ゴルフ倶楽部

チケット配送

寄附金額		19,000円

香川県小豆島町

酒蔵併設のギャラリーで自慢の日本酒や杜氏
のまかない飯をお楽しみください。

フォレスト酒蔵 森國ギャラリー 
カフェペアご招待券
～杜氏のまかない飯セット～

提供元：小豆島酒造

チケット配送

寄附金額		210,000円

宮崎県西都市

オリジナルのディテール、裏地や釦をお選び
いただきこだわりの1着をお仕立てします。

＜YOSHIDAYA＞
オーダースーツ お仕立て券
ナポリ仕立て

提供元：株式会社サイト

チケット配送

寄附金額		37,000円

神奈川県鎌倉市

窓一面に広がる鎌倉の海。本格フレンチを
お召しあがりながら、落ち着いたひとときを。

鎌倉プリンスホテル
レストラン ル・トリアノン
ランチペアご招待券

提供元：株式会社プリンスホテル	鎌倉プリンスホテル

チケット配送

寄附金額		40,000円

千葉県君津市

ダウンジャケットもしくはコート1着のウォー
タークリーニングの基本コースです。

【宅配クリーニング】
ダウンジャケット or コート 1点

提供元：ナチュラルクリーン

寄附金額		140,000円

東京都小金井市

1954年の創業以来、趣向を凝らしたフランス料理と風雅な庭園で皆さ
まをお迎えしているレストラン＜TERAKOYA＞。旬の食材を使用し、シェ
フのエスプリを詰め込んだディナーコースをご堪能いただけます。

＜TERAKOYA＞小金井市ふるさと納税
ディナーコース ペア
チケット配送

提供元：株式会社寺子屋

寄附金額		352,000円

滋賀県東近江市

近江の老舗料亭『招福楼』。庭、建築、装飾、器に宿る日本文化の粋
を集めた演出と、旬の素材の持ち味を大切にしています。月毎に趣向・
料理・器が変わるコース料理のご招待券。ランチ／ディナーいずれも可。

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-3 2名様
チケット配送

提供元：株式会社招福楼
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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34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

　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さま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
安心と信頼をお客さまにお届けできるよう取り組んでまいります。

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、お客さまにとっ
て価値ある「返礼品」をご紹介することが、お客さまと地域
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。

北海道エリア

北海道

芦別市、石狩市、雨竜町、江差町、恵庭市、長万部町、音更町、
乙部町、上富良野町、木古内町、釧路市、黒松内町、鹿追町、
白老町、白糠町、新得町、砂川市、大樹町、千歳市、弟子屈町、
洞爺湖町、七飯町、名寄市、仁木町、登別市、浜中町、美幌町、
広尾町、深川市、別海町、紋別市、利尻富士町※、中札内村※、
南富良野町※

東北エリア
青森県 おいらせ町、東通村
岩手県 奥州市、雫石町、遠野市
宮城県 加美町、気仙沼市、七ヶ浜町
秋田県 鹿角市、湯沢市
山形県 尾花沢市、寒河江市、新庄市、高畠町、鶴岡市、長井市、舟形町、米沢市
福島県 桑折町、二本松市

関東エリア
茨城県 大洗町、笠間市、境町、つくばみらい市、鉾田市、守谷市
栃木県 那須塩原市、益子町、矢板市
群馬県 沼田市、明和町
埼玉県 長瀞町、三芳町、川越市※、本庄市※
千葉県 大網白里市、勝浦市、君津市、東庄町、館山市※

東京都 神津島村、小金井市、武蔵野市
神奈川県 鎌倉市、秦野市、三浦市、湯河原町

中部エリア

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

富山県 魚津市、氷見市
石川県 能美市、羽咋市、宝達志水町、輪島市
福井県 越前市、越前町、鯖江市、若狭町、敦賀市※

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

長野県 長野県、上田市、岡谷市、須坂市、東御市、豊丘村、中野市、
伊那市※、立科町※

岐阜県 可児市、高山市、中津川市、輪之内町、八百津町※、飛騨市※

静岡県 御殿場市、沼津市、袋井市、藤枝市、富士宮市、吉田町、下田市※、
東伊豆町※

愛知県 あま市、幸田町、瀬戸市、西尾市
近畿エリア

三重県 伊賀市、紀北町、多気町、鳥羽市、松阪市、南伊勢町、伊勢市※
滋賀県 近江八幡市、東近江市、竜王町
京都府 亀岡市、京丹後市
大阪府 泉大津市、阪南市
兵庫県 市川町、新温泉町、たつの市、西脇市、三木市、香美町※、姫路市※
奈良県 広陵町※

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

中国エリア
鳥取県 倉吉市、江府町、境港市、八頭町、米子市※

島根県 海士町、松江市、安来市
岡山県 岡山市、西粟倉村、里庄町※、備前市※

山口県 周南市、山口市
四国エリア

徳島県 海陽町、小松島市、徳島市※
香川県 小豆島町、高松市、土庄町
愛媛県 西予市、松山市、久万高原町※、愛南町※、宇和島市※
高知県 土佐市、南国市、室戸市、高知市※、香美市※、馬路村※

九州・沖縄エリア

福岡県 北九州市、古賀市、篠栗町、太宰府市、筑後市、筑前町、東峰村、
みやま市、飯塚市※

佐賀県 佐賀県※、伊万里市、上峰町、佐賀市、吉野ヶ里町
長崎県 壱岐市、西海市、島原市
熊本県 宇城市、上天草市、玉東町、玉名市、八代市※

大分県 竹田市、津久見市、中津市、日田市、豊後高田市、別府市、国東市、
日出町※、宇佐市※

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

鹿児島県 阿久根市、湧水町、与論町※
沖縄県 今帰仁村、竹富町※、八重瀬町※

三越伊勢丹ふるさと納税自治体一覧
2022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。

　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、お客さま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。

店頭でのご案内で
広がる地域とのつながり
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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。

返礼品は早くて1週間ほどで届きます。
※返礼品によって届く時期は異なります。

P O I N T
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。

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。

書類はポストに
返礼品とは別で届きます。

※自治体によって
配送にかかる期間が異なります。

P O I N T

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。

社会貢献の取り組み

『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4年9月21日時点）は下記の災害支援寄附を募集しております。
令和4年9月台風14号・豪雨／令和4年8月豪雨／令和4年7月豪雨／令和4年東北福島県沖地震／新型コロナウイルス対策支援（9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。
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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。
	 課税所得に応じて実質負担が2,000円以上になる場合がございます。

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 146,000円 136,000円 132,000円 123,000円 137,000円 126,000円 114,000円
900万円 152,000円 141,000円 138,000円 128,000円 143,000円 132,000円 119,000円
925万円 159,000円 148,000円 144,000円 135,000円 150,000円 138,000円 125,000円
950万円 166,000円 154,000円 150,000円 141,000円 157,000円 144,000円 131,000円
975万円 173,000円 160,000円 157,000円 147,000円 164,000円 151,000円 138,000円

1000万円 180,000円 166,000円 163,000円 153,000円 171,000円 157,000円 144,000円
1100万円 218,000円 194,000円 191,000円 181,000円 202,000円 185,000円 172,000円
1200万円 247,000円 232,000円 229,000円 219,000円 247,000円 229,000円 206,000円
1300万円 326,000円 261,000円 258,000円 248,000円 326,000円 261,000円 248,000円
1400万円 360,000円 343,000円 339,000円 277,000円 360,000円 343,000円 277,000円
1500万円 395,000円 377,000円 373,000円 361,000円 395,000円 377,000円 361,000円
1600万円 429,000円 412,000円 408,000円 396,000円 429,000円 412,000円 396,000円
1700万円 463,000円 446,000円 442,000円 430,000円 463,000円 446,000円 430,000円
1800万円 498,000円 481,000円 477,000円 465,000円 498,000円 481,000円 465,000円
1900万円 533,000円 516,000円 512,000円 500,000円 533,000円 516,000円 500,000円
2000万円 569,000円 552,000円 548,000円 536,000円 569,000円 552,000円 536,000円
2100万円 604,000円 587,000円 583,000円 571,000円 604,000円 587,000円 571,000円
2200万円 640,000円 623,000円 619,000円 607,000円 640,000円 623,000円 607,000円
2300万円 773,000円 754,000円 749,000円 642,000円 773,000円 754,000円 642,000円
2400万円 814,000円 795,000円 790,000円 776,000円 814,000円 795,000円 776,000円
2500万円 855,000円 835,000円 830,000円 817,000円 855,000円 835,000円 817,000円



三越伊勢丹ふるさと納税のサイトへは
下記URL・二次元バーコードからご案内しております。

返礼品掲載１万点以上（2022年9月現在）

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品切れ、寄附受付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	2022年10月17日（月）～2023年3月31日（金）
※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）

・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。

※詳しくはポータルサイトにてご確認ください。

寄附お申し込みに関するご注意

表紙の返礼品について

※表紙画像はイメージです。お取り扱いしている返礼品は上記の返礼品となります。

三重県松阪市
松阪牛サーロイン肉ステーキ用 MRS100
冷蔵便 　寄附金額 40,000円

選りすぐりの肥育と管理で生まれる肉の芸術品、松
阪牛。独自の肥育方法に辿り着き三重県の自社牧
場で松阪牛を育てています。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。クール冷蔵便でお届けいたします。
提供元：瀬古食品オーシャンファーム

返礼品は
ここから
チェック！


