山形応援寄付金（ふるさと納税）

山形の魅力満載キャンペーン
お礼の品カタログ

山 形

県

本カタログの掲載品は、平成２８年６月時点のものになります。
今後の申込み状況により、品目の追加や受付停止となる場合がありますので、ご了承ください。

山形応援寄付金（ふるさと納税）の流れ
１

寄付の申込み
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」からのお申込みとそれ以外のお申
込みの２通りの方法があります。
（１）ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/06000
※クレジットカードでのご入金は上記サイトでのみ可能です。
※払込取扱票の郵送を申込むこともできます。
※払込取扱票によるご入金を選択した場合、入金が確認できた時点でお礼の品が
確定されます。ふるさとチョイス上でお礼の品を選択した時点では確定されま
せんので、ご留意ください。
（２）「ふるさとチョイス」以外の方法
電子メール、電話、ＦＡＸ等で、寄付したい旨を下記担当へご連絡ください。
担当から、払込取扱票を郵送します。
【担当】
山形県 商工労働観光部 商業･県産品振興課 県産品振興担当
電話：023-630-2190 FAX：023-630-3371
E-mail：yamagata-oen@pref.yamagata.jp →

２

寄付のご入金
「ふるさとチョイス」でのクレジットカード払いと、郵便局での払込取扱票によるご
入金の２通りの方法があります。

３

お礼の品、書類等の送付
入金確認後１カ月を目途に、通常のお礼の品と受領証明書などの書類を送付いたしま
す。なお、キャンペーン品については通常のお礼の品や書類とは別々に発送するため、
到着が前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

４

確定申告等
・ 所得税及び住民税の寄付金控除を受けるには、受領証明書を添付資料として確定申
告を行う必要があります。
・ ワンストップ特例申告制度（※）の活用をご希望の場合、申込み又はご入金の際、ふ
るさとチョイスの申込みフォーム又は払込取扱票の「寄附金税額控除に係る申告特例
申請書を要望する」をチェックしてください。
担当より申請書書式を郵送しますので、本人確認書類とともに返送してください。
※ 確定申告無しで所得税及び住民税の寄付金控除が受けられる制度。確定申告を行う必要が無い
こと、ふるさと納税先の団体数が５団体以内であること、などの条件があります。
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３万円以上５万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品
<おいしい山形３万円コース>
101 庄内メロン詰合せ

102 尾花沢すいか

103 だだちゃ豆と月山地ビールセット

3L 以上の大玉、赤肉と青肉１玉ずつ、約
2.5kg
受付期限:7 月 8 日(金)まで
発送:７月下旬から
予定数量:200 セット
※鮮度保持のため、離島には発送できま
せん。

約 13kg、LL 以上の大玉が 2 玉
受付期限:7 月 22 日(金)まで
発送時期:8 月上旬から
予定数量:500 セット
※鮮度保持のため、離島には発送できま
せん。

地ビール：330ml6 本
だだちゃ豆：250ｇ×4 袋
受付期限:8 月 5 日(水)まで
発送時期:8 月上旬から
予定数量:100 セット
※鮮度保持のため、沖縄及び離島には発送でき
ません。

104 もも（川中島白桃）

105 刈屋梨（幸水）

106 シャインマスカット

約 3kg、8～11 玉
受付期限:8 月 15 日(月)まで
発送時期:8 月下旬から
予定数量:300 セット
※鮮度保持のため、沖縄及び離島には発
送できません。

107 ラ・フランス

約 5kg、12～18 玉
受付期限:11 月 15 日(火)まで
発送時期:11 月上旬から
予定数量:200 セット
※鮮度保持のため、離島には発送できま

約 5kg、14～18 玉
受付期限:8 月 31 日(水)まで
発送時期:9 月中旬から
予定数量:200 セット
※鮮度保持のため、離島には発送できま
せん。

約 1.4kg、2 房
受付期限:9 月 9 日(金)まで
発送:9 月中旬から
予定数量:200 セット
※鮮度保持のため、離島には発送できません。

108 庄内柿（柿しぐれ）

109 ふじりんご

大玉 6 個が 2 箱
受付期限:11 月 15 日(火)まで
発送時期:11 月下旬から
予定数量:100 セット
※鮮度保持のため、離島には発送できま
せん。

約 5kg、13～18 玉
受付期限:11 月 15 日(火)まで
発送時期:11 月下旬から
予定数量:200 セット
※鮮度保持のため、離島には発送できません。

せん。

※画像はすべてイメージです。
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３万円以上５万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品
<おいしい山形３万円コース>
110 紅干し柿

111 はえぬきと山形牛・山形豚カレーセット

112 県産米つや姫と豚肉味噌漬けセット

2L 32 果
受付期限:11 月 30 日(水)まで
発送:12 月 10 日から
予定数量:100 セット
※鮮度保持のため、離島には発送できませ
ん。

県産米はえぬき 5kg、山形牛カレー2 箱、山
形豚カレー2 箱
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期:7 月下旬から

県産米つや姫 5kg、豚肉味噌漬 500g
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から
※鮮度保持のため、離島には発送できませ
ん。

113 庄内産海産物加工品詰合せ

114 庄内おばこさわらのしゃぶしゃぶセット

115 プレミアムアイスクリーム詰合せ

いかの一夜干し 2 枚、いかの醤油干し１枚、
ソウハチ一夜干し（130g 以上）2 尾、マガ
レイ一夜干し 5 尾、天然真鯛開き干し 300g
以上、ハタハタ醤油干し 5 尾、さわら醤油
漬け 3 切、サックリ紅えび 30g
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から
※鮮度保持のため、離島には発送できませ
ん。

約 200g
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期:10 月上旬から

116 厳選素材の芋煮セット（山形風）

117 厳選素材の芋煮セット（庄内風）

118 県産ワイン（赤セット）

2～3 人前、牛肉・しょうゆ味
受付期限:10 月 31 日(月)まで
発送:10 月上旬から
予定数量:30 セット
※鮮度保持のため、沖縄及び離島には発送
できません。
芋煮セットをご希望の方は受取日（火曜
日は不可）及び時間帯をご指定くださ
い。
時間帯：9-12 時、12-14 時、14-16 時、
16-18 時、18-20 時、20-21 時
お受け取り後は、当日にお召し上がりく
ださい。

2～3 人前、豚肉・味噌味、庄内の漬物付き
受付期限:10 月 31 日(月)まで
発送:10 月上旬から
予定数量:30 セット
※鮮度保持のため、沖縄及び離島には発送
できません。
芋煮セットをご希望の方は受取日（火曜
日は不可）及び時間帯をご指定くださ
い。
時間帯：9-12 時、12-14 時、14-16 時、
16-18 時、18-20 時、20-21 時
お受け取り後は、当日にお召し上がりくだ
さい。

・月山ワイン ｿﾚｲﾕ ﾙﾊﾞﾝ ﾔﾏｿｰﾋﾞﾆｵﾝ
720ml/庄内たがわ農業協同組合
・シャトーモンサン エクセラン 赤
720ml/浜田㈱
計2本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

※鮮度保持のため、離島には発送できませ
ん。

※画像はすべてイメージです。
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りんご、ラ・フランス、もも、ぶどう、
バニラ、ミルク、つや姫 各 80ml×2 個
計 14 個
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から
※鮮度保持のため、離島には発送できませ
ん。

３万円以上５万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品
<おいしい山形３万円コース>
119 県産ワイン（白セット）

・月山ﾜｲﾝ ｿﾚｲﾕ ﾙﾊﾞﾝ 甲州ｼｭｰﾙ ﾘｰ 720ml/
庄内たがわ農業協同組合
・シャトーモンサン エクセラン 白 720ml/
浜田㈱
計2本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

122 県産日本酒（大吟醸セット）

・花羽陽 大吟醸 最上川 720ml/
㈱小屋酒造
・若乃井 大吟醸 飯豊山 720ml/
若乃井酒造㈱
計2本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

120 県産ワイン（スパークリング甘口）

121 県産ワイン（スパークリング辛口）

・スパークリングナイアガラ 白 甘口
750ml/㈲朝日町ワイン
×3 本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

・スパークリングデラウェア 白 辛口
750ml/㈲朝日町ワイン
×3 本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

123 県産日本酒（純米大吟醸セット）

・男山純米大吟醸 赤烏帽子 720ml/
男山酒造㈱
・亀の井 純米大吟醸 くどき上手 720ml/
亀の井酒造㈱
計2本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

125 県産日本酒（限定セット）
・特撰 朝日鷹 720ml/高木酒造㈱
・松嶺の富士 純米酒 720ml/ 松山酒造㈱
・加茂川 手造り純米 720ml/加茂川酒造㈱
・本醸造 一生幸福 720ml/㈱鈴木酒造店長
井蔵
計4本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

※画像はすべてイメージです。
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124 県産日本酒（純米吟醸セット）

・千代寿 純米吟醸 杜氏の蔵隠し
720ml/千代寿虎屋㈱
・嵐山 純米吟醸酒 白銀蔵王 720ml/
嵐山酒造㈱
・奥羽自慢 純米吟醸 からくち 720ml/
奥羽自慢㈱
計3本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

３万円以上５万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品
<ものづくり山形３万円コース>
201 平清水焼
山形満喫器セット～芋煮・日本酒～

202 山形打刃物
剪定鋏

江戸後期の文化年間から続く平清水焼。
県都山形市千歳山の原土から作られていま
す。

約 650 年前から続く山形打刃物。現在も昔
ながらの技法で、職人が一本ずつ丹念に叩
いて誠実に作っています。

セット内容：徳利 1、猪口 2、器 2
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。

新国光剪定鋏 B 型 8 寸赤柄
紙箱入り

203 豊国草履

幻の稲藁品種「豊国」を使った日本で唯一
の本格手編み草履です。
男性用・大 27.0cm 以上、中 25～26.5cm
女性用・中 23～24.5、小 21.5～22.5cm
底材はゴムと樹脂から選択可能
※鼻緒の柄はお任せとなります。

204 スリッパ
葉ラッパ M、L セット

205 陶修窯 碁点焼
藍夜桜タンブラー(猫) ペアセット

206 陶修窯 碁点焼
藍桜花紋カップ&ソーサー

｢心地よく軽快なはき心地」、｢シンプルで楽
しいスリッパ｣をコンセプトに室内生活を
楽しんでいただけるスリッパです。

窯元独自の藍化粧と、白化粧を掛け分けた
タンブラーに、桜の花と猫を描きました。
夜桜を眺める猫たちのシルエットが楽しい
作品です。

窯元独自の藍化粧と、白化粧を掛け分けた
ティーカップに、桜の花を施した作品です。
大きめのソーサーはお菓子やお砂糖を添え
るのに丁度よく、お皿としてもお使い頂け
ます。

M：ピンク、女性
L：ブルー、男性

207 陶修窯 碁点焼
銀砂釉酒器セット

サイズ：縦 8cm×横 8cm×高さ 11.5cm
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。
※色合い、模様、形は写真と若干異なる場
合があります。

208 上の畑焼
染付三多紋 組湯呑

鉄釉を元にした独特の光沢のある黒「銀砂」 江戸末期にわずか１０年で途絶えた幻の磁
の徳利とぐい呑みのセットです。徳利は 2 器を現代によみがえらせた上の畑焼。
合～2.5 合のお酒が入ります。
上の畑焼を代表する絵付け「三多紋」は多
福・多寿・子孫繁栄の縁起模様といわれて
セット内容：徳利 1、ぐい呑み 2
います。
サイズ
徳利：縦 10cm×横 10cm×高さ 13cm
セット内容：湯のみ 2
ぐい呑み：8cm×横 8cm×高さ 4cm
サイズ：縦 7cm×横 7cm×高さ 8cm
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま 白地に藍の色付け
す。
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
※色合い、模様、形は写真と若干異なる場 す。
合があります。

サイズ：縦 13cm×横 18cm×高さ 7cm
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。
※色合い、模様、形は写真と若干異なる場
合があります。

209 新庄亀綾織
ふくさ＆巾着子袋セット

江戸時代後期から始まる新庄亀綾織。最大
の特徴は、きめ細やかで多彩な地紋「斜文
織(しゃもんおり)」という独特の織り方で
す。
ふくさ：縦 35cm×幅 34cm 赤、紫
小袋：縦 15cm×幅 18cm
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。
※色合いは写真と異なる場合があります。

※画像はすべてイメージです。大きさや色合いは表示のものから若干変わることもあります。
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３万円以上５万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品
<ものづくり山形３万円コース>
210 新庄東山焼
なまこ釉冷酒器セット

211 江口漆器工芸
石目すり漆箸（夫婦）

212 江口漆器工芸
蒔地塗り箸（夫婦）

新庄東山焼は、天保 12(1841)年に新庄戸沢
藩御用窯として開窯しました。
“出羽の雪の
かげりの色”と例えられる澄んだ青みの｢な
まこ釉｣が東山焼の特色です。
ぐい呑み 2 個付き
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。

自然に負荷をかけない漆に学んだこだわり
の漆器です。
生活工芸の基本は使いやすさ。細部にこだ
わり、ていねいさを追求しています。

自然に負荷をかけない漆に学んだこだわり
の漆器です。
生活工芸の基本は使いやすさ。細部にこだ
わり、ていねいさを追求しています。

※お届けに 3 カ月程度かかる場合がありま
す。

※お届けに 3 カ月程度かかる場合がありま
す。

213 成島焼和久井窯
海鼠釉湯呑

214 成島焼和久井窯
海鼠釉ぐい呑

215 成島焼和久井窯
窯変瓢湯ざまし

山形県長井市今泉地区の良質な陶土から作
った陶磁器です。

山形県長井市今泉地区の良質な陶土から作
った陶磁器です。

山形県長井市今泉地区の良質な陶土から作
った陶磁器です。

サイズ：縦 7cm×横 7cm×高さ 7.5cm
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。

サイズ：縦 6.5cm×横 6.5cm×高さ 4cm
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。

サイズ：縦 10.5cm×横 14cm×高さ 7.5cm
※お届けに 2 カ月程度かかる場合がありま
す。

216 米沢焼鳴洲窯
ビアカップセット

217 米沢焼鳴洲窯
徳利＆ぐい呑みセット

218 家具工房モク
やまがた木の家

ルーツは上杉鷹山が財政立て直しのために
興した御用窯。質実剛健どっしりとした深
い風合いが特徴的な陶磁器です。

ルーツは上杉鷹山が財政立て直しのために
興した御用窯。質実剛健どっしりとした深
い風合いが特徴的な陶磁器です。

県産木材のクリ、シオジ、クルミを使用し
たオブジェ＆アロマディフューザー。様々
な木材を見たり触れたりして質感を楽しめ
ます。
サイズ：幅 75～95mm×奥行 40～55mm
×高さ 40～55mm

セット内容：徳利 1、猪口 2

払込取扱票の記入例

※画像はすべてイメージです。大きさや色合いは表示のものから若干変わることもあります。
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５万円以上１０万円未満の寄付で選べる追加のお礼の品
<おいしい山形５万円コース>
301 デラウェアとあかつき（もも）詰合せ

302 デラウェアと川中島（もも）詰合せ

303 米沢牛ギフト券

デラウェア 2kg 10～12 房
あかつき 3kg 8～11 玉
受付期限:7 月 15 日(金)まで
発送:７月下旬から
予定数量:200 セット
※鮮度保持のため、沖縄及び離島には発送で
きません。

デラウェア 2kg 10～12 房
川中島 3kg 8～11 玉
受付期限:8 月 15 日(月)まで
発送:8 月下旬から
予定数量:200 セット
※鮮度保持のため、沖縄及び離島には発送
できません。

1.ギフト券は、肉の送料込となっており
ます。
2.お肉は、お届けするカタログ記載のメ
ニューから 1 品お選びいただけます。
3.お肉は業者が注文をお受けしてから
３週間以内にお届けします。
受付期限:3 月 31 日(金)まで
発送時期:7 月下旬から

304 県産米つや姫・はえぬきと旬のきのこセット

305 啓翁桜と純米吟醸酒のお花見セット

306 山形の漬物と県産米つや姫セット

つや姫 5kg、はえぬき 5kg、きのこ詰合せ約
2.3kg
受付期限: : 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から
※まいたけ・しいたけ・えりんぎ・えのき・
ぶなしめじ・なめこの中からの詰め合わせに
なります。きのこの種類・量はセットによっ
て若干変動します。

啓翁桜 80cm×10 本、
純米吟醸酒「稲露」720ml×2 本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期:1 月下旬から
※鮮度保持のため、離島には発送できませ
ん。冷蔵便（日本酒）と常温便（啓翁桜）
２ヶ口でのお届けとなります。

おばねの漬物詰合せ
県産米つや姫 5kg
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送: 7 月下旬から
※鮮度保持のため、離島には発送できま
せん。
漬物の内容は季節によって変動します。

307 特大のどぐろ（アカムツ）一夜干

308 県産ワイン（虎屋セット）

309 県産ワイン（赤セット）

庄内浜産 1 尾、約 1kg、体長 30cm 以上
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期:10 月以降
予定数量:30 セット

・月山山麓 赤 720ml/虎屋酒造×2 本
・月山山麓 白 720ml/虎屋酒造×2 本
・月山山麓 ロゼ 720ml/虎屋酒造
・トラヤ 深紅のきらめき（あまーい赤わい
ん）720ml/虎屋酒造
※鮮度保持のため、離島には発送できません。
計6本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

※画像はすべてイメージです。
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・蔵王スター赤 720ml/タケダワイナリー
・朝日町ワイン赤 720ml/朝日町ワイン
・金渓ワイン赤 720ml/ 佐藤ぶどう酒
・大浦葡萄酒 赤 720ml/大浦葡萄酒
・月山ワイン ｿﾚｲﾕ ﾙﾊﾞﾝ ﾔﾏｿｰﾋﾞﾆｵﾝ
720ml/庄内たがわ農業協同組合
・たかはた 高畠ルージュ（赤）720ml /
高畠ワイン㈱
計6本
受付期限: 3 月 31 日(金)まで
発送時期: 7 月下旬から

