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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

店頭でのご案内で広がる地域とのつながり

ふるさと納税制度は、「地方創生」を支
援するための国が定める制度です。だ

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

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

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

百貨店バイヤーが選ぶこだわりの「返礼品」

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

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

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

苫米地 慎平

トムラウシ山など美しく雄々
しい 東 大 雪 の 山々と日高
山 脈 に抱 か れ た 新 得 町。
NHK連続テレビ小説「なつ
ぞら」のロケ地として活用
され、「これぞ北海道十勝」
というような雄大な自然が
広がっています。

北海道のど真ん中にある新得町。面積の約
９割が森林であり、森林保護や水資源の確
保のために寄附の一部を活用させていただ
いています。今後もこの大自然を後生に継
承しつつ、地域外の皆様が新得町のファンに
なって頂けるように取組みを進めていきます。

北海道エリア　北海道新得町

青空ʀメロン

世界三大漁場のひとつ「三
陸 海 岸」に漁 港をもつ 港
町「気仙沼」。豊富な魚介と
ともに、身が肉厚で旨味が
詰まった牡蠣や海藻も絶品。
極上ふかひれ、水揚げ日本
一を誇る生鮮カツオ、仙台牛
などまさに「美食の街」です。

ご寄附は東日本大震災被災地の責務として、
震災の記憶と教訓を後世に伝えるための活
動に活用させていただくほか、子育て支援
や持続可能な水産資源確保のための取組に
活用いたします。「海と生きる」を掲げる町、
気仙沼を温かく応援頂けますと幸いです。

東北エリア　宮城県気仙沼市

海の子ホヤぼーや

ふかひれ

三浦半島の最南端に位置す
る三浦市。三方を海に囲ま
れ、日本屈指のマグロの水
揚げ量を誇る三崎港を抱え
ています。また、温暖な気
候を活かした畑作も盛んに
行われており、漁業にも農
業にも恵まれています。

これまでいただいたご寄附で、観光や福祉
への活用、小中学校のトイレ洋式化や大型遊
具の設置などが実現できました。ふるさと納
税は、全国の方と繋がることができる数少な
い機会です。寄附者の声に耳を傾け、三浦
の魅力を知っていただけるように頑張ります。

関東エリア　神奈川県三浦市

久保田 愛子、張本 布美子

マグロ

北海道の東部に位置する別
海町には、10万頭以上の牛
が暮らしており、生乳生産
量は「日本一」です。また、
沿岸部ではホタテや秋鮭・
希少価値の高いホッカイシ
マエビなど様々な海産物が
豊富に水揚げされています。

秋鮭漁が6年連続の不漁であり、ピーク時の
1/10まで漁獲量が激減しています。皆さまか
らいただいた寄附金は水産資源の回復をは
じめ、子ども子育て、教育分野等に活用さ
せていただきます。ふるさと納税を通じて本
町を応援いただきますようお願いします。

北海道エリア　北海道別海町

林 健生

別海和牛

古くは京都と米沢をつなぐ最
上川舟運の港町として栄え、
長井という地名も「水の集
まるところ」に由来していま
す。豊かな水と盆地特有の
気候はぶどう等のおいしい
フルーツ、全国屈指のブラ
ンド牛・米沢牛を育みます。

ご寄附は児童センターでの充実した活動やフ
ラワー長井線存続のためなどに大切に使わ
せていただきます。四季折々の美しい姿を見
せてくれる長井ダム・百

ひゃくしゅうこ

秋湖周辺は私のおス
スメスポットです。特に、紅葉の季節にぜひ
お越しください。

東北エリア　山形県長井市

菊地 千賀

シャインマスカット

大洗町は茨城県の中央部に
位置し、都心から約100㎞ 
に位置する観光・保養の地
です。太平洋に面する海の
街として発展を遂げ、漁業
や水産加工も盛んな町です
ので、季節ごとの旬な食材
をぜひ味わってください。

皆様からの寄附金は、環境保護や産業振興
をはじめ、子育て・教育といった人材育成や
観光客のおもてなし事業など幅広く活用させ
ていただいております。返礼品は海産物を中
心に～うみまちの幸をあなたに～をコンセプ
トに大洗町自慢の逸品をお届けいたします。

関東エリア　茨城県大洗町

杉山 結衣

辛子明太子
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山本 明子

富士山の南西麓にある、富
士山の恵みを受けながら発
展してきたまちです。世界文
化遺産・富士山の歴史や文
化を色濃く残し、近年では
豊かな自然の中でキャンプ
やアウトドアを楽しめるまち
としても注目されています。

いただいたご寄附は、世界文化遺産である
「富士山」の保全・継承など、ふるさと富士
宮市を守り発展させるための様々な事業に活
用させていただきます。ふるさと納税をきっ
かけに富士宮市の魅力を知っていただき、ま
ちづくりを応援していただけたら幸いです。

中部エリア　静岡県富士宮市

富士宮やきそば

菊地 諒

日本海に浮かぶ佐渡島は、
日本で2番目に大きな島で
す。世界遺産への推薦が決
定した「佐渡島の金山」の発
展がもたらした多様な文化、
豊かな自然が継承されてお
り、海産物、お米や日本酒
など旬の味覚も多彩です。

目指せ！ 世界遺産登録!!「佐渡島の金山」
世界遺産への推薦は決定しましたが、現地審
査の後、令和5年夏頃の登録を目指していま
す。佐渡金銀山の世界遺産登録推進コース
への寄付は、資産の維持管理に活用します。
引き続きご支援をお願いいたします。

中部エリア　新潟県佐渡市

佐渡産コシヒカリ

下村 幸成

愛知県の西三河南部に位
置し、豊かな自然の中で育
まれた農水産物は数多くの
特産品となっており、中でも

「一色産うなぎ」、「西尾の
抹茶」、「三河一色えびせん
べい」は全国に誇る三大地
域ブランドとなっています。

ふるさと納税を通じて本市を知っていただき、
魅力ある返礼品を通じて本市のファンになっ
ていただき、本市に訪れて大ファンになって
いただきたいと思っています。それほど本市
には、特産品を始め、自然、文化、歴史な
ど魅力的な地域資源が数多くあります。

中部エリア　愛知県西尾市

三河産鰻蒲焼

原田 瑞紀

中央に千曲川が流れ、南北に
二つの高原を有する自然豊
かなまち。歴史文化遺産が
数多く、戦国時代に名を馳せ
た真田氏ゆかりの地として
知られています。歴史ある
名湯や、四季折々の美しい景
色は訪れる人を魅了します。

いただいた寄附金は「ひと笑顔あふれ、輝く
未来につながる健幸都市」の実現に向け、7
つの分野と、その他市政全般に活用させてい
ただいております。まずはふるさと納税で特
産品を知っていただき、実際に訪れ上田の歴
史や自然を体感いただければ嬉しいです。

中部エリア　長野県上田市

上田紬

佐々木 美穂

八ヶ岳、鳳凰三山、世界遺
産の富士山など、日本の名
峰に囲まれたまち。わに塚
のサクラや新府桃源郷、甘
利山のレンゲツツジ。ぶど
うや、桃、ワインなど四季
折々の色彩と味覚が楽しめ
る 、魅力的なまちです。

標高1,600ｍのアウトドア施設「甘利山グリー
ンロッジ」の維持費、子育て支援センター「に
ら★ちび」の運営や玩具や絵本の購入資金、
中高生の「ヨリドコロ」で「進化の起点」で
もあるミアキスでの中高生プロジェクト活動
費等に活用しています。

中部エリア　山梨県韮崎市

日之城ワイン

野田 貴大

古くから「泊まり浦」と呼ば
れ、多くの旅人を温かく迎
え、もてなしの心を育んでき
た鳥羽市。美しい海、その
恩恵に彩られる海の幸、独
自の自然や文化など、この
地が培ってきた魅力は数え
きれないほどにあります。

鳥羽市では、鳥羽を訪れた方々に「ふるさと
鳥羽」の魅力を味わっていただけるような “ま
ちづくり” を進めています。鳥羽で生まれ育っ
た方、鳥羽への愛着を持っていただいてい
る方など、鳥羽を応援していただける方のご
寄付をお待ちしております。

近畿エリア　三重県鳥羽市

アコヤパール
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藤本 渉太

日本列島の中心「日本のへ
そ」で育まれた逸品をお届
けします。世界の舌を魅了
する神戸ビーフとして出荷さ
れる黒田庄和牛や風合い豊
かな播州織を使用した製品
など魅力的なお礼の品が充
実しています！

たくさんのお礼の品の中でも、私はやっぱり
黒田庄和牛が大好きです♪ 黒田庄和牛は神
戸ビーフになる幻の牛肉。知る人ぞ知る本物
のおいしさ。ぜひ一度食べていただきたいで
す！絶品の黒田庄和牛を味わって、西脇市を
応援してください！

近畿エリア　兵庫県西脇市

黒田庄和牛

鳴尾 豪

「ワーケーションの聖地」と
しても知られる関西屈指の
リゾート地。日本三古湯の
白浜温泉や白砂ビーチ、７
頭ものジャイアントパンダが
飼育されるアドベンチャー
ワールドなど、数々の魅力
あるスポットは必見です。

人口減少と高齢化が進む当町にとっても、ふ
るさと納税でいただく寄附は貴重な財源と
なっています。子ども医療費の支援事業や公
共交通空白地でのコミュニティバス運行の財
源などへ活用させていただいており、地域住
民からも大変喜ばれております。

近畿エリア　和歌山県白浜町

ナギサビール

宮脇 彩

西粟倉村は、岡山県北東
部、中国山地の南斜面に開
かれた谷あいの山里で、村
の95%が森林という “木の
むら” です。村として再生可
能エネルギーへの取り組み
を行い、持続可能な地域づ
くりを目指しています。

数に限りはありますが、美しい100年の森林
に囲まれた「上質な田舎」を作る過程で生
まれる、「自然の恵み」や丁寧な手仕事がつ
くる「暮らしの恵み」を、村を応援してくださ
る大切な人たちと分かち合えれば幸いです。

中国エリア　岡山県西粟倉村

九冨 崇

瀬戸内海に浮かぶ小豆島の
北西部にある土庄町は、「土
渕海峡」、「宝生院のシン
パク」、「豊島の棚田と現代
アート」、恋人たちの人気ス
ポット「エンジェルロード」
など、豊かな自然と香り高
い歴史の息づくまちです。

自然が作り出した数多くの絶景や、オリーブ
オイルをはじめ、各醸造所で作られた醤油や
佃煮、素麺など、豊かな自然で育まれた特
産品がいっぱい！ 生まれ育ったふるさとのみ
ならず、「心のふるさと」や「第二のふるさと」
として応援してください。

四国エリア　香川県土庄町

小豆島オリーブ牛

シャモ番長

南国市は高知県の中東部、高
知市の東隣に位置しています。
日照量が多く、柑橘類や野菜
の栽培も盛んに行われ、メロン
やいちごといったものから、生
産量日本一のししとう、切り口
が四角いことで有名な四方竹な
ど様々な特産物があります。

ふるさと寄附金を活用し、健康福祉や子育て・
教育の充実、産業振興、地域コミュニティづ
くり、文化・スポーツ振興といった事業に取
り組み、生活する喜びを実感できるようなま
ちづくりを目指しています。

四国エリア　高知県南国市

フルーツ

重信 典章

江戸時代に陣屋町として栄
えた白壁土蔵群は、レトロ
な風景をまち歩きで楽しめ
る観光地。大山山麓の肥沃
な農地で栽培する二十世紀
梨、スイカ、米や鳥取和牛
といった農畜産物が自慢で
す。

いただいたご寄附は、子どもたちが健やか
に育つ環境づくり、歴史あるまちなみの保
存、観光などによるまちの活性化などに活用
しています。特に、倉吉市の未来を創ってい
く子どもたちへの事業に重点的に活用してい
ます。皆さまのご支援よろしくお願いします。

中国エリア　鳥取県倉吉市

二十世紀梨あわくら源流米
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北海道エリア

北海道

芦別市、雨竜町、江差町、恵庭市、長万部町、乙部町、
上富良野町、木古内町、釧路市、黒松内町、白老町、白
糠町、新得町、砂川市、千歳市、弟子屈町、洞爺湖町、
七飯町、名寄市、浜中町、美幌町、広尾町、深川市、別
海町、蘭越町、紋別市※

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

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
千葉県 大網白里市、勝浦市、君津市、東庄町
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、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 羽咋市、宝達志水町、輪島市、能美市※

福井県 越前市、越前町、鯖江市

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 上田市、岡谷市、須坂市、東御市、豊丘村、中野市
岐阜県 可児市、高山市、中津川市

静岡県 御殿場市、沼津市、袋井市、藤枝市、富士宮市、吉田町
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
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

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、湯浅町

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

岡山県 岡山市、西粟倉村
山口県 周南市、山口市

四国エリア
徳島県 海陽町、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
高知県 土佐市、南国市、室戸市

九州・沖縄エリア
福岡県 北九州市、古賀市、みやま市、東峰村※、篠栗町※

佐賀県 上峰町、佐賀市、吉野ヶ里町、伊万里市※

長崎県 壱岐市、西海市、島原市
熊本県 宇城市、玉東町、玉名市

大分県 竹田市、津久見市、中津市、日田市、
豊後高田市、別府市

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、都城市

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
（2022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。）

鈴木 直美

宮崎県のほぼ中央に位置し
ており、日本最大の319基
の古墳が集まる国の特別史
跡「西

さ い と ば る

都原古墳群」が有名
です。温暖な気候と豊かな
大地から生み出される農畜
産物は、全国でも高く評価
されています。

自然環境、豊富な農畜産物に恵まれている
独自性を活かして、「抜群に住みやすい」生
活の舞台となることを目指しております。皆さ
まからのご寄附を貴重な財源として、魅力あ
るまちづくりに取り組んでまいりますので、ぜ
ひご支援をよろしくお願いいたします。

九州・沖縄エリア　宮崎県西都市

太陽のタマゴ

白川 大地

九州北部福岡県と対馬の間
に浮かぶ、端から端まで車
で約30分の小さな島「壱岐」。

「自給自足できる島」と言
われるほど食材の宝庫であ
り、麦焼酎をはじめ、壱岐
牛、壱州豆腐など伝統的な
産品が育まれる島です。

これまでいただきましたご支援は、原風景の
残るこの島を美しいまま次世代に引き継ぐ取
り組みや、島民が安全安心に暮らせるサポー
ト体制の構築、また、島の未来を担う子供
達のために活用させていただいています。今
後とも壱岐市をよろしくお願いいたします。

九州・沖縄エリア　長崎県壱岐市

麦焼酎
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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

三越伊勢丹
選定品選定品
Selected products

寄附金額  280,000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
BMS10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」
毎月届く肉の定期便4ヶ月コース
三越伊勢丹選定 寄附金額  170,000円

兵庫県西脇市 提供元：みのり農業協同組合 特産開発センター

日本が世界に誇るブランド牛「神戸ビーフ」の主産地である黒田庄で
育てられた「黒田庄和牛」。その黒田庄和牛の中でも今回は神戸牛・
神戸ビーフとしても流通するA5ランクに限定しました。200g×5枚

黒田庄和牛 サーロインステーキ 5枚入り A5等級
三越伊勢丹選定 お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  40,000円

オードブル、ポタージュ、お魚料理、お肉料理、デザート、
パンに紅茶。TERAKOYAのフルコースがご自宅に居なが
らお楽しみいただけます。お料理は全て調理済みですの
で、湯煎で温めていただくだけです。トリュフ、鮑、和牛
のヒレステーキが入ったフルコースをお楽しみください。

東京都小金井市 提供元：株式会社寺子屋（レストランTERAKOYA）

＜TERAKOYA＞ディナーセット（1名分）
三越伊勢丹選定 冷蔵便

冷凍便 定期便
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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

山梨県笛吹市 提供元：株式会社KAファーム

ぶどう生産量全国一を誇る笛吹市の生産者からシャインマスカットを3
房1.8㎏以上でお届けします。丁寧に管理された、状態の良いシャイン
マスカットを専門農家が見極めてお届け致します。

大粒シャインマスカット3房 1.8㎏以上

寄附金額  40,000円

佐賀県上峰町 提供元：EBI江口魚株式会社（EBI研究所）

下味・下処理済みのため、揚げるだけ・焼くだけで簡単に調理ができ
ます。ご飯のおかずにはもちろん、お弁当にもおすすめです。冷凍で
のお届けとなっておりますので、おかずのストックとしても便利です。

L えびフライ専門店の豪華海老セット

寄附金額  15,000円

寄附金額  62,000円

大阪府阪南市 提供元：のぞみ水産加工

鳥取県八頭町 提供元：鳥取いなば農業協同組合広域果実選果場

水槽から網ですくい、ピチピチと跳ねまわる魚を作業台の上で活締め、
血抜きした魚を直ぐに加工、出荷します。当日加工にこだわり、絶対の
自信を持って本物のハモの美味しさをお届けします。

活〆骨切ハモ（のぞみハモ）500g

梨の定期便【1】新甘泉・新興・王秋・あたご
9～12月の毎月お届け（4カ月）

寄附金額  17,000円

島根県松江市 提供元：平野缶詰有限会社

獲れたての宍道湖産大和しじみの大粒を砂はきし冷凍しました。大粒は
宍道湖しじみの漁獲量の5～10％程度と希少価値が高く、お味噌汁は
もちろんですが、パスタや酒蒸し等にもお使い頂けます。

L500g×6 宍道湖産冷凍大和しじみ

冷蔵便

寄附金額  12,000円

愛媛県松山市 提供元：ゴディバジャパン株式会社

ベルギー産のカカオ分71%のダークチョコレートに、愛媛県産の柚子果
皮を入れたチョコレート餡を、ココアを練りこんだしっとりスポンジで巻
きました。後味にほんのり柚子の風味を感じる濃厚なチョコレート餡は、
これまでにない新しい味わいです。

＜ゴディバ＞一六タルト チョコレート ボックス（10個入）

鳥取県を代表する名産品の梨を9月から12月まで毎月違う品種（新甘泉・
新興・王秋・あたご）でお楽しみいただける、梨好きな方におススメ
の特別な定期便です。

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

三越伊勢丹選定

三越伊勢丹選定

お届日指定可 冷凍便

定期便

冷凍便

2022年9月上旬～10月中旬発送

2022年5月中旬～12月下旬発送
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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。

夏を愉しむ
涼を味わう

スイーツ

長野県中野市 提供元：株式会社長印ながのファーム

寄附金額  15,000円

食べ頃になったシャインマスカットとナガノパープルを収穫してすぐにマイ
ナス60℃まで一気に冷凍。凍ったアイス、少し溶けたシャーベット、解凍
したもっちり食感と3通り美味しい冷凍フルーツです。各10粒（個包装）

【急速冷凍で美味しさを保存】
大粒シャインマスカットと
ナガノパープル（各10粒）
冷凍便 寄附金額  16,000円

静岡県袋井市 提供元：株式会社メロー静岡

静岡伊勢丹バイヤーおすすめのギフト最適品、いつでもお召し上がり
出来る『クラウンメロン アイススティック』。新鮮で糖度の高い生クラウ
ンメロンを選び、カットして冷凍。40g×10本（個別包装）

クラウンメロン
『アイススティック』10本

お届日指定可 冷凍便

新潟県見附市 提供元：谷信菓子店

寄附金額  14,000円

アイスを作って60年。変わらぬ味を半世紀以上守
り続ける新潟県見附市の名物アイス。どこかレト
ロで懐かしいパッケージも魅力です。計11個

＜谷信菓子店＞ご当地アイス詰合せ
冷凍便

寄附金額  各10,000円

新潟県 提供元：株式会社セイヒョー

新潟夏の定番！ 発売から70年以上、いちご味のかき氷バー
「もも太郎」としゃりしゃりのアイスバーにあずきを入れて
上品に仕上げた「金太郎」。老若男女に愛されるアイスです。

新潟ご当地アイス もも太郎 50本
新潟ご当地アイス 金太郎 40本
お届日指定可 冷凍便

夏を愉しむ
Enjoy summer 

※「金太郎」は、株式会社
金太郎飴本店の登録商標です。

（登録 193896-2 他）
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ギフト  ギフト対応が可能です。　 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。

涼を感じる

和雑貨

新潟県 提供元：水田株式会社

寄附金額  330,000円

小千谷縮のシボにより肌にまとわりつかずさらりとした着
心地の麻の作務衣。上着：ポケット付、ズボン：前開ファ
スナー、フリーサイズ／裄丈：76㎝、着丈：76㎝、腹回り：
100㎝、ズボン丈：100㎝

＜IONO＞小千谷縮 作務衣 ベージュ縞

島根県安来市 提供元：鍛冶工房弘光

夏は置き型の、澄んだ音色が
とても上品な風鈴として。そ
の他の季節は花台、キャンド
ルベースとして多様に楽しめ
ます。素材：鍛造鉄／サイズ：
約幅16×奥行き6×高さ19㎝
／吹きガラスの花器付き

置き風鈴 風の音
寄附金額  55,000円

鍛鉄で作り上げられた個性的
なデザインの置き型の蚊遣り
台です。かぶせ式と違いヤニ
がつきにくく、掃除が楽なの
も便利です。素材：鍛造鉄／
サイズ：約直径15×高さ12㎝

寄附金額  50,000円

蚊遣り台 ぜんまい
和歌山県白浜町 提供元：井戸畳店

寄附金額  48,000円

和歌山県白浜町で育った「紀州いぐさ」の畳表を、奈良の
職人が雪駄に仕上げました。スタンダードなデザインで、歳
を重ねるごとに深い飴色へと変化していく様をお愉しみくだ
さい。サイズ：25㎝～27㎝

＜inoca＞inoca SETTA MEN 濡羽×紺青

新潟県 提供元：水田株式会社

寄附金額  各22,000円

伝統ある麻織物「小千谷縮」を独自改良した「縮布」
を使用したコロンと可愛らしいシェル型の扇子。麻らし
い爽やかな風が心地よく、普段使いとしても贈り物に
もお勧め。広げた状態のサイズ：約幅26×高さ22㎝

＜IONO＞縮扇子 シェル型
無地 香色／無地 緋色／無地 浅緑
千鳥格子

ギフト
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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  36,000円

兵庫県西脇市 提供元：株式会社川岸畜産

川岸畜産は、数々の品評会で優秀な成績を収める但馬牛肥育農家です。
牝牛の良質な脂の旨みときめ細かい肉質をお楽しみください。ももは
他部位より比較的あっさりした赤身です。120g×2枚

「牝限定 神戸ビーフ」 ももステーキ
冷凍便

寄附金額  52,000円

山形県米沢市 提供元：株式会社米沢牛黄木

創業90余年の〈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
冷凍便

寄附金額  45,000円

北海道白老町 提供元：白老和牛王国上村牧場株式会社

ウエムラ牧場は黒毛和牛の繁殖から肥育まで手がける数少ない一貫生
産農家。噛むほどにコクと旨みを滲ませる霜降り肉やのびやかな旨み
など生産者だからこそできるおいしさを皆様に提供しています。

白老牛サーロイン・ヒレステーキ
（サーロイン150g×2・ヒレ80g×2）

お届日指定可 冷凍便

お届日指定可 冷蔵便 寄附金額  64,000円

滋賀県近江八幡市 提供元：株式会社ひょうたんや

創業72年の老舗日本料理が厳選した近江牛を、ぜひご堪能ください。
A4～A5に格付けされたものをお送りします。野菜やお豆腐、職人手作
りのポン酢・ゴマダレもついて手間いらず。牛肉は500gです。

[E015SM]近江牛【サーロイン】
しゃぶしゃぶセット【500ｇ】

肉肉
Meat

寄附金額  228,000円

選りすぐった自慢の鳥取和牛をお届けい
たします。肉の柔らかさと程よい脂が際
立つヒレ肉と、牛肉のなかでも特に柔ら
かく、牛一頭から数キロしか取れない希
少部位のシャトーブリアンをステーキで
お楽しみください。

鳥取県八頭町 提供元：株式会社はなふさ

鳥取和牛ヒレステーキ250g×6、
シャトーブリアン300g×2
お届日指定可 冷蔵便
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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

沖縄県今帰仁村 提供元：長堂屋

今帰仁アグーの旨味を最大限に引き出すため一週間の熟成期間を設け
ています。熟成されたお肉は瞬間冷凍にし半冷凍のままスライスして皆
様にお届けしています。

今帰仁アグーモモロース・バラ肉・肩ロース
食べ比べしゃぶしゃぶセット1㎏ 豚肉
冷凍便

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）

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【2】
冷凍便

冷凍便

お届日指定可 冷凍便

寄附金額  36,000円

神奈川県鎌倉市 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）

1971年創業以来、美味しいローストビーフを作る事にこだわり続けてい
るお店のメインのお品物【黒毛和牛サーロインローストビーフ】。ロース
トビーフ250g、ソース20g×3、西洋わさび4.5g×3

＜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
お届日指定可 冷凍便

寄附金額  13,000円

群馬県明和町 提供元：JA邑楽館林ミートセンター

群馬県は古くから麦づくりが盛んで、その麦を食べて育った上州麦豚は、
きめ細かくなめらかで自然なしまりのあるあっさりとした風味が特徴で
す。

上州麦豚ロース切身（とんかつ用）720g

寄附金額  20,000円

愛媛県西予市 提供元：株式会社ゆうぼく

牛肉と豚肉のミルフィーユ。薄切り牛モモ肉を何層も重ねているのでお
箸で切れるほど柔らかく、豚バラのジューシーさが旨みを高めています。
フライパンで焼いてお塩だけでも十分お楽しみ頂けますが、おろしポン
酢やサルサソースで食べるのも人気です。

はなが牛とはなが豚のミルフィーユ 120g×6個

寄附金額  17,000円

宮崎県綾町 提供元：Okazaki Food

綾町の雄大な自然で育った〈みやざき地頭鶏〉をまるごと1羽お届けし
ます。宮崎県が誇るブランド鶏の〈みやざき地頭鶏〉は、豊かな風味
と肉汁あふれるジューシーな肉質が特徴です。

みやざき地頭鶏1羽まるごとセット（綾町産）

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。

冷凍便

寄附金額  35,000円

神奈川県三浦市 提供元：株式会社三崎恵水産

三崎恵水産が選び抜いたまぐろ。まぐろに情熱をささげるプロ集団「三
崎恵水産」。天然ものにこだわり、一尾一尾異なる身質、脂ののり具合
を見極めたまぐろをぜひご堪能ください。

天然目鉢まぐろセット（大トロ・中トロ・赤身 各100g×2）

寄附金額  35,000円

愛知県西尾市 提供元：うなぎ割烹みかわ三水亭（三河淡水魚株式会社）

三河一色産うなぎを、遠火の直火の炭火焼で丁寧に焼き上げた蒲焼で
す。程よい鰻の脂と少々甘めのたれで香ばしく焼き上げております。ご
家庭で簡単にひつまぶしをお召し上がり頂けるセットです。

＜うなぎ割烹 みかわ三水亭＞三河産鰻
炭火手焼きまぶしセット（MI-5）（M065）

寄附金額  50,000円

国産の活うなぎを丁寧にさばき、じっくり
と蒸しました。うなぎ本来の美味しさを感
じられる特別なたれで焼き上げた贅沢な
うなぎ蒲焼を、白焼と食べ比べられるセッ
トにしました。蒲焼70g×7、白焼70g×3

静岡県吉田町 提供元：株式会社フーズ・ユー綱正

MIQ国産うなぎ蒲焼（有機原材料使用たれ）・
白焼 10串詰合せ
お届日指定可 冷凍便

魚
介
魚
介

Seafood

寄附金額  32,000円お届日指定可 冷凍便

高知県南国市 提供元：株式会社土佐料理司

「一本釣り鰹のたたき」の皮目はパリっと香ばしく、中身のレア食感をお
楽しみいただけます。「鰹の刺身」は脂が乗った濃厚なうまみと、モチモ
チの食感。とろける口どけがたまりません。土佐の味覚をご堪能ください。

＜土佐料理 司＞鰹
かつお

たたき2本・刺
さ し み

身2本セット
（ゆずポン酢、さしみ醤油、薬味付）

お届日指定可

お届日指定可

冷凍便

お届日指定可

寄附金額  20,000円

静岡県沼津市 提供元：株式会社野口水産

1㎏以上の真鯛を野口水産独自の程良い甘みの醤油味のたれで仕上げ
た真鯛姿煮と、ふっくらジューシーに仕上げた連子鯛の酒蒸しをセット
にしました。各1尾

ふっくら鯛の姿煮・酒蒸しセット
冷凍便
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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  120,000円

宮城県気仙沼市 提供元：株式会社石渡商店

フカヒレステーキ、ふかひれスープ、ふかひれ姿煮、ふかひれラーメン、
気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース、気仙沼旨味帆立とコラーゲンの
XO醤、気仙沼旨味だしの完熟かき醤油をセットにしました。

＜石渡商店＞気仙沼満喫セット

寄附金額  30,000円

三重県紀北町 提供元：株式会社紀伊長島

バターで焼いてからカットしてあります。解凍して温めてすぐにお召し上
がりいただけます。磯のかおりとあわびの旨味を楽しんでいただける商
品です。不老長寿の食材として古来より重宝されてきております。

鮑ステーキ（3個）
お届日指定可 冷蔵便

寄附金額  65,000円

福岡県古賀市 提供元：株式会社ビー・アズ（博多 あき津 ）゙

粒々感際立つ納得のいく真子が入手できた時のみに作る数量限定品。
「命」とする漬けタレは枕崎の鰹節と利尻の昆布でダシをとり、純米酒、
酒みりん、有機丸大豆醤油を使用してます。

＜博多 あき津 ＞゙辛子明太子「天」8本入／600g

冷凍便

寄附金額  225,000円

島根県松江市 提供元：有限会社松江皆美館

日本海に面した島根半島は、美しいリアス式海岸が続き水産物がとて
も豊富で創業130余年、老舗料亭旅館「皆美館」の総料理長が選びぬ
いた素材に絶妙な調理を施した自慢の一品をセットにしました。

＜松江皆美館＞皆美の特撰グルメ4種

寄附金額  22,000円

三重県鳥羽市 提供元：株式会社松村

活きたままの伊勢海老を一尾ずつ捌き頭・殻はボイルし、むき身はひと
手間かけてから素早く湯通しして「霜降り造り」にいたしました。

霜降り伊勢海老（大）（MKm-002）250g

冷凍便
寄附金額  73,000円

新潟県 提供元：株式会社加島屋

北海道礼文島産で水揚げされた新鮮な「エゾバフンウニ」の卵巣を缶
に詰め、素材の持ち味を活かすよう少量の塩をふりかけて缶詰に仕上
げました。ウニそのものの濃厚な旨味と甘味をお楽しみください。

＜新潟加島屋＞蒸しうに（北海道礼文島産
えぞばふんうに使用）100g×4缶セット
お届日指定可

お届日指定可

お届日指定可

冷凍便
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フ
フ
フ
フ
フ
フ
フ

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

地面から離したベッド型の土壌で水分を徹底的に管理し、メロンにとっ
て最高の環境を生産者の努力によって作り出し栽培しています。そんな
丁寧に育てられたメロンの中からより良いお品を選別し、お届けします。

静岡県袋井市 提供元：株式会社千疋屋総本店

＜日本橋 千疋屋総本店＞マスクメロン 1.3㎏

フル
ーツ・野
菜
野
菜

Fruits and
Vegetables 

通年発送

冷蔵便

寄附金額  20,000円

山梨県甲斐市 提供元：株式会社Katerial

比較的固めの品種です。噛んだ時に果汁が滴るという感じではなく、しっ
かりとした歯ざわりが感じられる桃です。果肉はキメ細やかで、糖度が
高く、食感が良いのが特徴です。1.8㎏相当（5～6玉）

朝どれ！桃 川中島白桃
2022年8月上旬～8月中旬発送冷蔵便

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
2022年7月下旬～8月上旬発送

寄附金額  12,000円

山形県長井市 提供元：山形青果センター株式会社

山形を代表する初夏の果物「さくらんぼ（紅秀峰）」。寒暖差のある気
候で育った、さくらんぼは甘味と酸味のバランスが取れた味わいとしっ
かりとした歯ごたえが特徴です。

山形県産さくらんぼ「紅秀峰」秀品
Lサイズ以上 500g バラ詰め
冷蔵便 2022年6月下旬～7月上旬発送

冷蔵便

寄附金額  32,000円

山形県鶴岡市 提供元：株式会社清川屋

農家さんとの信頼が築いた高品質のさくらんぼ。山形県の贈答品質「秀」
の中でも、さらに厳しい〈清川屋〉の自社基準を設け、納得のいくも
のだけに名づけた「秀撰」です。

＜清川屋＞秀撰佐藤錦バラ詰め 1㎏
2022年6月中旬～下旬発送
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フ
フ
フ

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

熊本県玉名市 提供元：ななみかん工房

殺菌剤を散布せずに食味維持に減農薬で栽培しています。その為、表
面に黒い斑点が出ている場合がございますが食味への問題はございま
せん。食べ方はそのままでも絞ってジュースにしてもさわやか果実です。

河内晩柑 7㎏
2022年4月上旬～8月中旬発送

寄附金額  14,000円

岐阜県高山市 提供元：亀山果樹園 亀山忠志

飛騨高山市久々野町、標高約750メートルの高冷地で栽培した飛騨の
桃です。昼夜の寒暖の差が果物の甘味を引き出してくれます。希少な
飛騨の桃をこの機会にどうぞお召し上がりください。

飛騨桃「黄金桃」特秀品1.8㎏
独特な風味で濃厚な甘さ
冷蔵便 2022年8月下旬～9月中旬発送 寄附金額  25,000円

山梨県南アルプス市 提供元：南脈風花

貴陽は生産者の中でも熟練したものだけした栽培できない山梨県南ア
ルプス市発祥の貴重なすももです。とても実が大きく、追熟するとすも
もとは思えない濃厚な甘味が広がります。

高級スモモ「貴陽」3L～4L 1.8㎏
2022年7月中旬～8月上旬発送

寄附金額  96,000円

宮崎県西都市 提供元：ユウエス

太陽のタマゴとは、厳しい基準をクリアしたマンゴーだけが使用できる
ブランド名です。その中でも糖度15％以上、重さ700g以上とサイズも
大きく、年間わずか0.1％以下の発生率ととても貴重な商品です。

太陽のタマゴ1玉5L（マンゴー桐箱入り）
2022年5月中旬～7月下旬発送冷蔵便

寄附金額  20,000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。糖度15度以上、酸味と甘み
の調和がとれた国産生ライチをお召し上がりください。1玉40g前後×10
玉入

新富ライチ
冷蔵便 2022年6月上旬～7月中旬発送

寄附金額  17,000円

沖縄県今帰仁村 提供元：懇謝堂フルーツ園

沖縄県オリジナル新品種のドラゴンフルーツです。みずみずしく、ほん
のりとした甘さとさっぱりした食味をお楽しみいただけます。ルビーを思
わせる鮮やかな濃い赤紫色の果肉が特徴です。

ドラゴンフルーツ「インパクトルビー」
2022年7月上旬～9月下旬発送
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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  20,000円

埼玉県長瀞町 提供元：長瀞果樹園

弾ける美味しさ、広がる甘さ、秩父生まれの食べる宝石。種なしで皮ご
と食べられる、楕円型をした高級ぶどうです。

秩父の赤い宝石「ちちぶ山ルビー」1.2㎏
冷蔵便 2022年8月下旬～9月上旬発送

寄附金額  24,000円

新潟県 提供元：株式会社県央共同青果

越後バナーナは農薬を使わず栽培しているため、栄養価の豊富な皮も
安心してお召し上がりいただけます。もっちりとした食感と高い糖度が
特徴で、皮までお召し上がりいただける国産バナナです。

＜シモダ・ファーム＞越後バナーナ（3～5本／350g）
通年発送冷蔵便

寄附金額  20,000円

和歌山県紀の川市 提供元：紀のファーム株式会社

朝早く摘み取ったものを、その日のうちに発送します。生でお召し上が
りいただくのがお勧めです。お子様にも食べやすく大人気です。

ブルーベリー1080ｇ
2022年6月上旬～8月中旬発送

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

日本有数の夏スイカ生産量を誇る尾花沢市は、山形県内でも特に寒暖
の差が激しい地域です。この気温差によって、糖分をたくさん蓄えるの
で、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（11㎏）×1
2022年7月下旬～8月上旬発送

寄附金額  21,000円

山梨県甲斐市 提供元：甲斐燦々

土壌・日照時間・天候の条件に恵まれ、果樹栽培に適した山梨県。そ
んな山梨のジューシーなシャインマスカットの中でも、特に粒が大きい特
選サイズを三越伊勢丹ふるさと納税限定でお届けします。700g以上×1房

特選シャインマスカット 1房
2022年9月上旬～10月上旬発送

寄附金額  20,000円

鳥取県境港市 提供元：株式会社ウチダフーズ

芳醇な香りとみずみずしい果汁の二十世紀。ジューシーでほとばしるよ
うな甘みの新甘泉。鳥取県を代表するふたつの味をお楽しみください。

鳥取の梨詰合せ
2022年8月下旬～9月上旬発送三越伊勢丹選定
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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

山形県新庄市 提供元：もがみ中央農業協同組合 北部営農センター

JAおいしいもがみのアスパラガスは、甘くやわらかいのが特徴です。
特に春出荷されるアスパラガスは太い規格でもやわらかいため、その
やわらかさを味わっていただきたく、2L～3L限定にてお届けします。

新庄産 アスパラガス 1㎏
冷蔵便 2022年5月下旬～8月上旬発送

寄附金額  15,000円

新潟県 提供元：株式会社産直にいがた

鮮度と土壌にこだわる産直にいがたグループの旧黒埼地区生産者が丹
精込めて栽培する｢朝採り黒埼茶豆｣ は、芳醇な香りと甘みが特徴です。
適切な収穫時期を日々見極め､ 収穫､ 選別を行い産地直送でお届けい
たします。

＜産直にいがたグループ＞黒埼茶豆 230g×6袋
冷蔵便 2022年8月上旬～8月下旬発送

寄附金額  12,000円

山梨県市川三郷町 提供元：山梨みらい農業協同組合 大塚共選所

名前のとおり段違いの「甘さ」が特徴の品種です。スイーツコーン、フ
ルーツコーンとも呼ばれ、平均糖度は15度以上あります。新鮮・朝採
のものをその日のうちに発送いたします。

甘々娘（12本／5㎏）
2022年6月上旬～6月中旬発送

寄附金額  13,000円冷蔵便

冷蔵便

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

野菜ソムリエであり、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。イタリアヨーロッパ、東南アジア、地方の郷土野菜な
ど珍しい世界の野菜がご家庭でもご堪能できます。※時期によって変動
する場合がございます。

イタリア野菜セット7品

寄附金額  13,000円

熊本県玉名市 提供元：株式会社レッドアップ

手間を惜しまず大切に育てたトマトをお届けいたします。午前中に収獲
し、すぐに箱詰めしているので箱を開けると、まるでトマト畑にきたよう
な香りが感じられます。

【極み】ソムリエトマト2.6㎏
2022年1月中旬～6月下旬発送

寄附金額  15,000円

北海道名寄市 提供元：JA道北なよろ

生でも食べられる程のミルキーな甘さが楽しめるホワイトコーンと、すっ
きりとした甘さとプリッとした食感が特徴のスイートコーンを新鮮な状態
でセットにしました。食べ比べてお楽しみください。2種類×各5本

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
冷蔵便 2022年8月中旬～9月中旬発送

通年発送
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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  13,000円

新潟県南魚沼市 提供元：株式会社吉兆楽

五つ星お米マイスターが選んだ南魚沼産
こしひかり『吉兆楽』 2㎏×2
南魚沼の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。このこだわりのお米を通年5℃以下の雪蔵倉庫に保管し鮮度を保
持。採れたてのみずみずしさを保ったままお届けします。

新潟県加茂市 提供元：かやもり農園

植酸栽培コシヒカリ「伝」精米5㎏

食べる人のために育て、生産者の想いを直接届けることにこだわった
〈かやもり農園〉のコシヒカリ。加茂川の鮭100%で作った肥料と有機
酸を利用した植酸栽培で育てました。

新潟の山手・東蒲原の旧上川村は古くから米どころ新潟の中でも際立っ
た美味しさのお米を育む地域として知られます。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愛されています。 

新潟県阿賀町 提供元：株式会社堀商店

無洗米東蒲原上川産コシヒカリ5㎏
寄附金額  10,000円

奥羽山脈からの豊富な水と、昼夜の寒暖差が大きい自然豊かな土地で
育ったあきたこまちです。地元の養豚農場から出た堆肥を使用し、地域
循環型農業に取り組んでいます。透明感、香り、粘りの優秀な米です。

寄附金額  22,000円

秋田県鹿角市 提供元：JAかづの

秋田県鹿角産あきたこまち特別栽培米
10㎏（5㎏×2）

寄附金額  168,000円

北海道雨竜町 提供元：きたそらち農業協同組合

うりゅう米ゆめぴりか5㎏
12回定期便
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るうりゅ
う米ゆめぴりか。収穫後、精米までの間、超低温で保存される「うりゅ
う米」のおいしさは、まさに新米そのものです。
※定期便3回、6回コースもございます。

寄附金額  80,000円

山形県鶴岡市 提供元：井上農場

【毎月届く定期便 6か月コース】
＜井上農場＞特別栽培米 つや姫5㎏
有機肥料をふんだんに使用し、稲の植え付け本数を少なくすることで風
通し良く根元まで太陽の光をあびてのびのびと育ったお米は粒ぞろい。
旨み、甘味、香りのよいつや姫本来の味が最大限発揮されたつや姫。
※定期便3カ月コースもございます。

定期便定期便

寄附金額  15,000円

お届日指定可

お届日指定可 お届日指定可
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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。

惣菜・加工品
Processed foods

寄附金額  12,000円

寄附金額  37,000円

北海道黒松内町 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

福島県二本松市 提供元：株式会社渡辺養蜂場

トワ・ヴェールのおすすめ人気チーズ4種セット（5品）

＜渡辺養蜂場＞自家採り国産天然はちみつ 2本セット（1000g×2）

成分無調整の町内産牛乳を使用し、じっくりと丁寧に熟成。カマンベー
ルチーズ、ホワイトブルーチーズ、人気のクリームチーズなど、クリーミー
でコクのある食感が味わえます。

自社で飼育した蜜蜂から自社採取した完全非加熱・無添加の天然はち
みつです。アカシヤ蜂蜜は、くせのない甘さが特徴です。仲秋の百花
蜜は、少しクセはありますが、独特の甘さが特徴です。

寄附金額  13,000円

宮崎県高鍋町 提供元：有限会社たかなべギョーザ

おもてなしギョーザセット1

創業50年変わらぬ製法で作られたこだわりの薄皮と宮崎県産豚肉と国
産野菜を使用した安心の食材で作られた餡で長年皆様に愛された参り
ました。製造後すぐにマイナス30度で冷凍し皆様にお届けいたします。

寄附金額  36,000円

山形県高畠町 提供元：株式会社セゾンファクトリー

＜セゾンファクトリー＞ザ・セゾンファクトリー100NS

〈セゾンファクトリー〉の人気看板商品ドレッシング・調味料、ドリンク、
ジャムの詰合せ。「きれいはおいしい」がここに集結。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。

お届日指定可

寄附金額  21,000円

岐阜県高山市 提供元：ロハス株式会社（飛騨季節料理 肴）

“ミシュラン一つ星”飛騨牛カレーAセット（2缶入り）

飛騨牛最高等級の肉を1缶に150g使用。肉の仕入れから缶に詰めるま
でこだわりを持って丁寧に作った、肉の旨味いっぱいの贅沢なカレーで
す。

お届日指定可

お届日指定可

寄附金額  20,000円

兵庫県たつの市 提供元：田渕製粉製麺株式会社

【揖保乃糸発祥の地・たつの市】＜揖保乃糸＞特級そうめん 36束

上質の原料小麦粉を使用して、厳寒期につくられる揖保乃糸。中でも「特
級そうめん」はその細さが特徴で、麺にコシがあり、喉ごしが良いです。
製造は組合が選抜指定した熟練製造者に限定されています。

お届日指定可

お届日指定可

冷蔵便 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。

酒・飲料
Alcohol, Beverage

寄附金額  29,000円 寄附金額  10,000円

宮崎県串間市 提供元：宮崎果汁株式会社

宮崎果汁マンゴーG 3本セット ＜田んぼの天使＞有機コシヒカリ米麹100％「天使のあまざけ」
3本入り

瓶詰めできるギリギリまで水分量を抑えています。果肉（インド・国産）
の量が多くとろりとした、果実感の強いドリンクです。氷で割って飲む
のがおススメです。ヨーグルト、かき氷などにかけるのもおすすめです。

清らかな山水のせせらぐ里山で、蛍やメダカ、沢山の生き物たちと共
に育つ農薬、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％で作り上げた「甘酒」です。

福井県越前町 提供元：株式会社田んぼの天使

山梨県甲斐市 提供元：甲斐燦々

登美の丘ワイナリー【登美の丘赤白セット】

三重県紀北町 提供元：株式会社デアルケ

お届日指定可 お届日指定可

自社生産の超高糖度トマトのみを使用した極上トマトジュース。伊勢志
摩サミットにおいてG7各国の首脳陣らに提供、またご家族や大臣など
全関係者の宿泊ホテル全室に常備されました。

寄附金額  16,000円

寄附金額  50,000円

山形県高畠町 提供元：アル・ケッチァーノ
＜アル・ケッチァーノ＞オリジナル Fino Rosso

（ノンアルコール赤ワイン：ぶどうジュース）2本セット

“アルコールを控えたい方にも料理といっしょに楽しめるぶどう飲料を提
供したい”という奥田政行シェフの思いから作られたオリジナルドリンク。
水を一滴も含んでいないため「ブドウの味」を堪能していただけます。

「登美の丘 赤」「登美の丘 甲州」はその名のとおり登美の丘ワイナリー
を代表するスタンダードワイン。一番人気の赤白セットをお届けします。

※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

お届日指定可 冷蔵便

＜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

寄附金額  25,000円

北海道上富良野町 提供元：忽布古丹醸造株式会社

HOP KOTAN ORIGINALS（upopo・nonno・haskap）6本セット

「地のホップで醸す」という、わたしたちの根源的なテーマを体現する
シリーズが《HOP KOTAN ORIGINALS》上富良野産ホップを100％使
用した、忽布古丹醸造の定番ビールです。

お届日指定可 冷蔵便 寄附金額  15,000円
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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
Sweets

寄附金額  18,000円

福井県鯖江市 提供元：株式会社ルクールエイトプラス

＜メゾン・ド・レトワール＞マンゴーの王様プリン１０個入

アルフォンソマンゴーを60％以上使用使用した「マンゴーの王様プリ
ン」。マンゴーそのままを食べているかのような味わいです。

寄附金額  22,000円

静岡県御殿場市 提供元：株式会社虎屋

＜とらや＞羊羹・水羊羹詰合せ6号

「とらや」は室町時代後期に創業。しっかりとした食感とコクのある味
わいが特徴の『水羊羹』と、伝統の味をそのままに、携帯にも便利な
サイズでご用意した『小形羊羹』を詰め合わせました。

寄附金額  25,000円

愛媛県松山市 提供元：株式会社オレンジフーズ

＜田那部青果＞ちゅうちゅうゼリー20個詰合せ

愛媛県産柑橘果汁を使用した果実感あふれる飲むゼリー。例えば温州
みかんのゼリーであれば果実約12玉分の果汁を使用しています。香料、
保存料、着色料など使用していない自然な味わいです。

お届日指定可寄附金額  18,000円

石川県宝達志水町 提供元：株式会社森八

＜森八＞「葛あんみつ」9個入

「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ございます。

お届日指定可

北海道恵庭市 提供元：有限会社エストイゾラ（ジェラテリア ジジ-Gigi-）

AS6 イタリアンジェラート 6種アソートセット（カップサイズ6個入り）

認証を受けた放牧乳牛から毎朝搾りたての生乳を使用し、四季豊かな
美味しさを引き出しています。より新鮮な製品を召し上がっていただきた
いため、お申込みいただいてから「製造→充填→発送」いたします。

寄附金額  18,000円冷凍便お届日指定可寄附金額  12,000円

熊本県玉名市 提供元：菊水堂

あいすきゃんでぃ8種

熊本県玉名市は全国でも有数の苺の産地。その地元の苺の美味しさを
全国に届けると同時に、京都宇治の抹茶や和三盆などを使用した和菓
子店ならではのアイスキャンディ作りを行っています。

冷凍便お届日指定可

お届日指定可 冷蔵便
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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  230,000円

寄附金額  186,000円

香川県土庄町 提供元：株式会社カワイ

小豆島オリーブ牛 定期便6回

瀬戸内の温暖な気候風土の中で育まれてきた讃岐牛に、県木であるオ
リーブ搾り果実を与えた香川県だからこそなし得たプレミアム黒毛和牛
です。脂質がサッパリしている柔らかさをご賞味ください。
※定期便3回コースもございます。

寄附金額  159,000円

三重県多気町 提供元：杉本食肉産業株式会社

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、丹精込めで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。

＜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
冷凍便 定期便

寄附金額  97,000円

宮城県気仙沼市 提供元：有限会社亀山精肉店

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（赤身、
ヒレ、ロース）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
冷凍便 定期便

冷凍便 定期便

CyclicCyclic

定
期
便

冷凍便 定期便

山形牛は食味の美味しさが特徴の牛肉といわれ、その美味しさの秘
密は脂質にあるといわれています。異なる部位を毎月お届けする6カ
月コース。山形牛を丸ごと楽しめる贅沢な定期便です。
※定期便3カ月、12カ月コースもございます。

山形牛 毎月届く肉の定期便 6か月連続コース山形牛 毎月届く肉の定期便 6か月連続コース
山形県新庄市 提供元：もがみ中央農業協同組合 北部営農センター

寄附金額  173,000円

佐賀県上峰町 提供元：さが風土館季楽直販本店

佐賀県の大自然の中でじっくり育てられた『肥前さくらポーク』と肉質
等級・脂肪交雑（サシ）の優れたものだけに贈られる「佐賀牛」を組
み合わせた定期便です。
※定期便9回コースもございます。

佐賀牛・肥前さくらポーク定期便6回
冷凍便 定期便
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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  145,000円

静岡県袋井市 提供元：株式会社メロー静岡

果実の王様とも言われるマスクメロンの最高峰ブランド「クラウンメロ
ン」は、1本の木で1玉だけに栄養を凝縮する生産方法で美味しさを極
限まで引き出しております。毎月1回、合計6回お届けします。
※定期便12カ月コースもございます。

クラウンメロン白等級特大玉 1玉（1.6㎏以上）
定期便6カ月

寄附金額  110,000円

新潟県 提供元：SEIRO FRUIT VILLAGE、太田農園、株式会社想樹

三越伊勢丹ふるさと納税がおすすめする返礼品。新潟県産こだわりフ
ルーツを組み合わせた定期便。さくらんぼ、スイカ、メロン、桃、シャ
インマスカット、ル・レクチェを旬の時期にお届け。全６回のお届けです。

【定期便6回】新潟県産フルーツ定期便 6回コース
(さくらんぼ、スイカ、メロン、桃、シャインマスカット、ル・レクチェ)

寄附金額  85,000円

山形県鶴岡市 提供元：YAMAGATA DESIGN AGRI株式会社

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。いずれの野菜も、栽培期間中に化学肥料と農薬を地域基準の50%
以下の使用量で栽培した作物になります。
※定期便3カ月、12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

定期便冷蔵便 定期便

冷蔵便 定期便

寄附金額  134,000円

宮城県気仙沼市 提供元：株式会社カネダイ

〈かに物語〉人気の4品（カレーとスープのセット、グラタンと蟹肉セット、
蟹鍋と雑炊セット、生ずわいがに特大棒ポーション）を9月～12月に毎
月1品順番にお届けします。

＜かに物語＞贅沢かにたっぷり定期便4カ月
（9月～12月）連続お届け

寄附金額  200,000円

福井県越前町 提供元：福丸ごーじょーもん

越前の海を知り尽くした底曳き網漁師福丸が厳選した、お魚定期便コー
スです。季節に合わせて越前の旬を食べやすい形でご提供いたします。
網元漁師だからできる新鮮で飽きの来ないバリエーション豊かな商品。
※定期便6カ月コースもございます。

【毎月届く定期便12カ月コース】
＜福丸＞越前海の幸定期便

冷凍便 定期便 冷凍便 定期便

寄附金額  150,000円

静岡県吉田町 提供元：株式会社ての字 本社（ての字）

創業1827年の「ての字」が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。伝統の味をご家庭でお気軽にお楽し
みいただけます。120g×5枚を3カ月連続でお届けいたします。

＜ての字＞5枚 うなぎ蒲焼真空パック 定期便3回
冷凍便 定期便



26

人
気
返
礼
品

三
定
定

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  126,000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は、「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
海道を離れられた方々、観光に来られた方々に愛され続けております。
※定期便3回、9回、12回コースもございます。

サッポロクラシック缶350ml×24本 定期便6回
定期便

寄附金額  144,000円

茨城県守谷市 提供元：株式会社明治

明治の大人気商品であり、皆さまの健康的な生活に貢献するドリンク
ヨーグルトです。賞味期限は出荷日から12日ですのでご注意ください。
12か月連続でお届けいたします。
※定期便3カ月、6カ月コースもございます。

R-1ドリンク24本【12か月定期便】
冷蔵便 定期便

寄附金額  40,000円

新潟県 提供元：エチゴビール株式会社

全国第一号クラフトビールの先駆者として多数の受賞歴を誇る〈エチゴ
ビール〉。スッキリとした喉越しと澄んだ旨味のラガービールから苦味・
柑橘系を楽しむエールビールのバラエティーに富んだ4種詰合せ。
※定期便6カ月、12カ月コースもございます。

【毎月届く定期便 3カ月コース】
エチゴビール詰合せ12本入
定期便

寄附金額  300,000円

山梨県北杜市 提供元：株式会社リコペル

北杜市で生産している「おもいろトマト」のみを使用した、トマト100%
のジュース。栄養たっぷりの有機培養土を使っているので、甘いだけで
はなくコクと絶妙な酸味とのバランスを生み出します。
※定期便3回コースもございます。

おもいろトマトのジュース180ml×30本 定期便6回
定期便

寄附金額  208,000円

新潟県南魚沼市 提供元：八海醸造株式会社

砂糖を一切使わずに、米のでんぷんを糖化させて優しい甘さを引き出
したあまさけです。酒づくりの技術を活かした高精白の米からつくる麹
が、雑味のないすっきりとした味わいを醸し出します。
※定期便3回コースもございます。

【毎月届く定期便6カ月コース】＜八海醸造＞
麹だけでつくったあまさけ（825g×12本）
冷蔵便 定期便

寄附金額  66,000円

高知県室戸市 提供元：マリンゴールド株式会社

海洋深層水に含まれる多種多様の元素（海のミネラル）がバランスよく
含まれた、まろやかな水です。硬度の低い軟水ですので、赤ちゃんか
らお年寄りまでご利用頂けます。
※定期便12回コースもございます。

こじゃんと飲んでみんかよセット（海洋深層水）
マリンゴールド 2L×6本 定期便6回
定期便



27

人
気
返
礼
品

三
定
定

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  64,000円

宮崎県国富町 提供元：国富屋（平和食品、山内酒店、市場食鳥、法華嶽八町坂）

美しい自然と歴史が息づく人情豊かな町の宮崎県国富町の名産品（宮
崎県産 若どり 炭火焼、宮崎名物 鶏もも炭火焼き、本格芋焼酎「川越、
の定期便です。

国富町 4ヶ月 ふるさと産品定期便【3】
定期便

寄附金額  60,000円

新潟県 提供元：株式会社ピーア軒

創業大正12年、新潟の洋食レストラン「ピーア軒」のロングセラー名物
タンシチューと村上牛のビーフカレーに、新商品の村上牛のカレードリ
アと海老ときのこのドリアの新旧セットをぜひお楽しみください。
※定期便6カ月コースもございます。

【毎月届く定期便3か月コース】
＜ピーア軒＞越後の洋食詰合せ

冷凍便 定期便

寄附金額  47,000円寄附金額  114,000円

静岡県藤枝市 提供元：株式会社バスクリン静岡県富士宮市 提供元：株式会社エーエフシー

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。

ローヤルゼリー1200mg（生換算）、プロポリス抽出液300mg、高麗人
参エキス等配合の清涼飲料水。・富士宮市内の工場で製造・ローヤル
プロポリス／はちみつ含む ※1歳未満のお子様には与えないで下さい。
※定期便6回コースもございます。

＜バスクリン社製＞入浴剤定期便Ａ（3回）7月スタート
7月：きき湯・8月：日本の名湯・9月：日本の名湯 通のこだわり

＜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（7月・8月・9月）7月開始

定期便定期便

寄附金額  125,000円

滋賀県竜王町 提供元：有限会社古株牧場

搾乳したての新鮮な牛乳と、爽やかな酸味が特長の「コカブラン」熟
成する毎に味わいが変化する「つやこフロマージュ」の定期便。牛乳
200ml×4本、コカブラン230g、つやこフロマージュ100gを毎回。
※定期便6回、24回コースもございます。

＜湖華舞＞毎月2回届く
牛乳とチーズの定期便6カ月12回
冷蔵便 定期便 寄附金額  24,000円

北海道新得町 提供元：株式会社広内エゾリスの谷チーズ社

2020年春新たなチーズ工房広内エゾリスの谷チーズ社が誕生しました。
十勝・新得町の自然や風土を生かしたコバンをはじめ、熟成タイプの
チーズを中心にを3ヶ月連続でお届け致します。

エゾリスチーズセット１（3回定期便）
冷蔵便 定期便
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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。

こ
だ
わ
り
の
一
品

D
iscerning products 

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
デザート 18ピースセット

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。小ぶりのデザートナイフ・デザートフォー
ク・デザートスプーン各6本の18ピースセット。

寄附金額  188,000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 観月アラレ1.2L

南部鉄瓶の伝統模様“アラレ”があしらわれた「鉄瓶観月アラレ1.2L」。大
き過ぎず小さ過ぎず、注ぎ易い大きさです。約縦16.1×横19.3×全高20.2
㎝ ※鋳造の性質上、サイズ、重量には個体差が有ります・ＩＨ対応不可

寄附金額  55,000円

千葉県大網白里市 提供元：菅原工芸硝子

＜Sghr スガハラ＞和ごころ 小鉢4色セット

格子模様のデザインがお料理を涼しげに華やかに演出する、ガラス小
鉢の4色セット。デザート、冷菜、冷麺など、和洋を問わずさまざまな
お料理やシーンでお楽しみいただけます。

寄附金額  46,000円お届日指定可

フォルム、重さ、仕上げ、使いやすさまで
ジョエル・ロブション氏のこだわりが
反映されたカトラリー

〜
南
部
鉄
器
〜

歴
史
あ
る
鉄
器
作
り
の
中
に

新
し
い
息
吹
を
吹
き
込
み
、

今
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
い
ま
す

職人の技によって生み出される、
ハンドメイドのガラスたち
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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。

食器・キッチン用品
Tableware,  Kitchen goods

寄附金額  61,000円

新潟県燕市 提供元：合同会社アルチザン

タンブラー320ml・コーヒースプーン・ヒメフォーク（BLUE）

燕の金属加工技術と高岡銅器の伝統着色技法を独自の手法で融合させ、
熟練職人による丁寧な手作業で仕上げています。ソフトドリンクからビー
ルまで使えるちょうど良いサイズのタンブラーとカトラリーのセットです。

寄附金額  15,000円

新潟県燕市 提供元：藤次郎株式会社

「藤次郎」NIIGATA越品オリジナルパンスライサー

燕市の庖丁メーカー「藤次郎」が新潟伊勢丹【越品】の為に作ったオ
リジナル庖丁です。波刃加工を施す事でパンの形を崩さずカット出来ま
す。ケーキのカットにも。刃渡り：約23.5㎝、全長：約37.5㎝

寄附金額  37,000円

岐阜県中津川市 提供元：鈴木工業株式会社

WARM TECH icecream SPOON CASE付

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を採用した、アイスクリーム専用の
スプーン。高い熱伝導率で手のひらの熱が素早くスプーンに伝わり、凍っ
たアイスにもすぅーっと入ります。持ち運びに便利な専用ケース付です。

寄附金額  15,000円

栃木県益子町 提供元：株式会社よしざわ窯

益子焼 よしざわ窯 月白花豆皿セット

愛らしい花をモチーフにした可憐な豆皿のセット。花を凹凸で立体的に
表現した皿は、テーブルをさりげなく華やかにしてくれます。様々な用
途で料理を美しく引き立ててくれること間違いなしです。

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）

シンプルで機能的に使える十得鍋のセット。鍋／小：約直径16×幅23×
高さ8㎝、鍋／中：約直径18×幅25×高さ9㎝、鍋／大：約直径20×幅
27×高さ10㎝、蓋：約幅22㎝、ハンドル：約長さ20㎝

寄附金額  110,000円

大分県別府市 提供元：べっぷ竹細工もりぐち

スプリングバスケット

大分県産の真竹を使い、亀甲編みで編み込んだバスケットです。存在
感のあるしっかりとした作りながらも細部にまでこだわり製作されてお
り、場所を選ばず、どのような演出にもお洒落に対応してくれます。
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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。

寄附金額  338,000円

岡山県西粟倉村 提供元：株式会社ようび

＜ようび＞クレーチェア（ナチュラル）

ヒノキの白さと軽さを活かした、シャープなデザインのチェア。ペーパー
コードとヒノキ。金具を使わない、土に還る椅子です。サイズ：約幅47
×奥行44×高さ81㎝／座面高約40㎝

寄附金額  180,000円

山梨県都留市 提供元：富士新幸株式会社

［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％ ワルツ／ブルー系

軽量生地に信頼のダウンパスラベル付ポーランドグースダウンを詰めた
シングルサイズの羽毛合掛けふとんです。サイズ：150×210㎝、詰め物：
ポーランドホワイトグースダウン90%、フェザー10%、0.8㎏

長崎県壱岐市 提供元：富士新幸九州有限会社

［シングル］リネンサテン コンフォーターケース／
ブルー
使い込む程にしなやかに変化していくリネンサテンの掛けふとんカバー。
サイズ：150×210㎝ ※リネン特有の収縮を考慮し大きめに仕立て。ふ
とんを固定するテープ付、同素材のボックスシーツ・ピローケース有り

山梨県西桂町 提供元：武藤株式会社

factory towel（bath＆face）各2枚セット ホワイト
＊山梨×西条産タオル
特殊な糸を独自開発した山梨県西桂町“muto”と愛媛県タオル産地の渡
辺パイル織物の技術のコラボレーションで生まれたタオルです。バスタ
オル：約60×120㎝、フェイスタオル：約30×120㎝、綿100%

寄附金額  99,000円

愛知県幸田町 提供元：株式会社エアウィーヴ

＜エアウィーヴ＞ポータブルmini

室内でも旅先でも気軽に持ち運べて、日々の生活の様々な場面で使え
る携帯用のコンパクトなエアウィーヴ。サイズ：約幅50×長さ170×厚さ3.5
㎝ ※エアファイバー®約2.5㎝厚使用

寄附金額  81,000円

新潟県阿賀野市 提供元：tree coat

＜tree coat＞side table＋stool

スツールとして、サイドテーブルや飾り台としても使いやすいサイズの小
家具。サイズ：約幅45.3㎝×奥行28㎝×高さ45㎝、素材：天然木（ホ
ワイトオーク）、仕上げ：オイル仕上げ、木目、色は個体差があります。

寝具・タオル・インテリア
Bedding, Towel, Interior

寄附金額  110,000円 寄附金額  56,000円
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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  21,000円

兵庫県三木市 提供元：無添加石鹸本舗

石鹸職人お薦め「和を感じる無添加石鹸 5個セット

昔ながらの釜焚き製法と素材を活かすコールドプロセス製法で１つ１つ
丁寧に手作りした和テイストの石鹸5つセットです。柿渋緑茶石鹸90g・
ひのき石鹸90g・柚子石鹸90g・よもぎ石鹸140g・米ぬか石鹸140g

高知県土佐市 提供元：望月製紙株式会社

うさぎ 3枚重ね（高級トイレットロール）
８個入りギフト
厚みのあるやわらかさ。肌に触れた時に、その違いを感じて頂けるトイ
レットロールです。“ふわふわ”な“厚み”をお試しください。保湿ローショ
ン不使用・幅110×φ115㎜ｘ長さ22m（3枚重ね）×8個

寄附金額  660,000円

岩手県雫石町 提供元：株式会社クロノス

セイコープレザージュ SARF011

クルーズ客船の優美な姿に着想を得た、ふくよかな曲線を描くケース、煌
びやかな船内を思わせる多角形のベゼルが華やかな時を表現。素材には
チタンを採用することで軽量化を図り、装着時の快適性も追求しました。

寄附金額  600,000円

山形県米沢市 提供元：株式会社三香堂

＜日乃本帆布＞ゴルフバッグ

練習場やラウンド中のサブバッグにお勧めの口径9インチの小振りサイ
ズのゴルフバッグ。サイズ：高さ（フード込み）128㎝×最横幅40㎝×
背面幅28㎝、素材：コットン／牛革／帆布、パラフィン防水加工

北海道砂川市 提供元：ソメスサドル株式会社

＜ソメスサドル＞M-01 ベルト（ラウンド33㎜）
ブラック
光沢が美しいロングセラーの幅広い世代に人気のベルトです。バックル
根元の金具を取り外し、革を切ってお好みの長さに調整ができるフリー
サイズです。贈り物にもおすすめ。ベルト幅：33㎜、素材：牛革

寄附金額  45,000円

兵庫県西脇市 提供元：tamaki niime

＜tamaki niime＞basic shawl ネイビー×ホワイト

ゆるやかにやわらかく織り上げた〈tamaki niime〉の原点、ショール。
今はもう使われることの少ない織機を使い、できる限りゆるく織っていく
ことで生まれる、空気をまとったような生地が特徴的です。

ファッション雑貨・日用品
Fashion goods, Daily goods

寄附金額  45,000円

寄附金額  19,000円
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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。

東京都小金井市 提供元：株式会社寺子屋（レストランTERAKOYA）

＜TERAKOYA＞小金井市ふるさと納税
スペシャルディナーコース ペア
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〉。高級食材をふんだんに使用し、シェ
フのエスプリを詰め込んだスペシャルコースをご堪能いただけます。

山梨県北杜市 提供元：株式会社大和

＜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）

〈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。複数枚の同時ご利用も可能です。宿の公式サイトで販
売される早割プランや、各種キャンペーンとも併用いただけます。

神奈川県鎌倉市 提供元：株式会社プリンスホテル 鎌倉プリンスホテル

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

「鎌倉プリンスホテル」内の〈レストラン ル・トリアノン〉。窓一面に広
がる海を眺めながら、オードブルやスウィーツをはじめ、一品一品手間
をかけた本格フレンチランチをお楽しみいただけます。

北海道白老町 提供元：株式会社大和

＜界 ポロト＞ふるさと納税
宿泊ギフト券（30,000円分）

〈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。複数
枚の同時ご利用も可能です。宿の公式サイトで販売される早割プランや、
各種キャンペーンとも併用いただけます。

福岡県北九州市 提供元：株式会社アダムス

＜アダムス＞｢小倉織｣オーダーベスト
（背裏共取り）お仕立て券

かつて豊前小倉藩で袴や帯として織られた木綿布「小倉織」で作るオー
ダーベストお仕立券です。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。

旅行・チケット
Travel, Ticket

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  100,000円 寄附金額  100,000円

寄附金額  220,000円 寄附金額  37,000円

寄附金額  145,000円
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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  41,000円

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

寄附個数2021年間３位の返礼品。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）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

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

シャインマスカット 大粒4Lサイズ2房（1.3kg）

三越伊勢丹ふるさと納税で寄附個数
2021年間1位の返礼品。ぶどう栽培に適している中野市で丹精込めて
作られた、4Lサイズの大粒の物を選定しお届けします。650g×２房

寄附金額  24,000円

新潟県 提供元：株式会社加島屋

＜新潟加島屋＞味覚セット（２G）

寄附個数2021年間２位の返礼品。長年愛され続けている加島屋の看板
商品「さけ茶漬」と北海道沿岸で漁獲される秋鮭を使用した「いくら醤
油漬」の人気詰合せセット。さけ茶漬200g、いくら醤油漬230g

定番品
Standard products

寄附金額  22,000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

1834年の創業の果物専門店のパイオニア、千疋屋総本店フルーツパー
ラー伝統の味フルーツポンチをご家庭で。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お召し上がりください。

寄附金額  60,000円

2020年～2021年通して人気の返礼品。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。3枚計330ｇ

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  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）

1947年創業の洋菓子店。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
や人気の焼菓子をセット。リーフパイ6枚、クッキー16袋（個包装）

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

2022年10月中旬～10月下旬発送
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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。

店頭カウンター
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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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。

返礼品掲載数9千点以上（2022年4月時点）

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 2022年4月20日（水）～9月30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。

※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2点となります。

・�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。

寄附お申し込みに関するご注意

表紙の返礼品について

『百貨店の高級メロン』と言ってまず
上がるのがこの静岡クラウンメロン。
静岡伊勢丹バイヤーが全国の皆様に
自信をもっておすすめ出来る一品を
“通年出荷”で産地直送いたします！

静岡県袋井市
クラウンメロン白等級 １玉
(1.0㎏以上)
寄附金額 14,000円

外側はサンドブラストでくもらせ
た後、キズや指紋が目立たない
よう、表面の凹凸を滑らかに仕
上げています。内側の透明感と
の対比をお楽しみいただけます。

千葉県大網白里市
＜Sghr スガハラ＞sosara そさら
24cmプレート 2枚セット
(フロスト・インディゴフロスト)
寄附金額 46,000円


