
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

○ふるさと納税と同じ！！

○寄付金控除が受けられます

○プロスポーツ・文化施設応援の例

 

 

 

BP019

ラフランス

【期間限定】【数量限定】

【今こそスポーツ・文化の力を！】

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

山形
厳しい状況に

私たちの生活に元気や潤いを与えてくれるスポーツや文化芸術を未来に
ふるさと納税により

返礼品のご紹介

 

 

 

 

 

 

 

○ふるさと納税と同じ！！

山形県外に在住の方は通常のふるさと納税と同じく、返礼品を受けることが

できます。

○寄付金控除が受けられます

県内、県外在住を問わず、寄付金控除

翌年の住民税が控除されます

○プロスポーツ・文化施設応援の例

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイ

ンズ、アランマーレ）で活躍する選手の競技力向上に向けた支援や

への支援に活用させていただいます。

BP019 ♪フルーツ王国山形♪
ラフランス

寄付額：

ラフランス 秀品 5kg（

【期間限定】【数量限定】

今こそスポーツ・文化の力を！】

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

山形県に活動拠点を置くプロスポーツチームや
厳しい状況に

私たちの生活に元気や潤いを与えてくれるスポーツや文化芸術を未来に
ふるさと納税により

返礼品のご紹介

○ふるさと納税と同じ！！

山形県外に在住の方は通常のふるさと納税と同じく、返礼品を受けることが

できます。右の QR

○寄付金控除が受けられます

県内、県外在住を問わず、寄付金控除

翌年の住民税が控除されます

○プロスポーツ・文化施設応援の例

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイ

ンズ、アランマーレ）で活躍する選手の競技力向上に向けた支援や

への支援に活用させていただいます。

♪フルーツ王国山形♪
ラフランス 5kg

寄付額：10,000 円

（14～20 玉程度）

【期間限定】【数量限定】 

今こそスポーツ・文化の力を！】

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

県に活動拠点を置くプロスポーツチームや
厳しい状況におかれています。

私たちの生活に元気や潤いを与えてくれるスポーツや文化芸術を未来に
ふるさと納税により活動を応援する

返礼品のご紹介 

○ふるさと納税と同じ！！ 

山形県外に在住の方は通常のふるさと納税と同じく、返礼品を受けることが

QR コードにより専用サイトからお申込みください。

○寄付金控除が受けられます 

県内、県外在住を問わず、寄付金控除

翌年の住民税が控除されます。

○プロスポーツ・文化施設応援の例

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイ

ンズ、アランマーレ）で活躍する選手の競技力向上に向けた支援や

への支援に活用させていただいます。

 

♪フルーツ王国山形♪ 
5kg 

円 

玉程度） 

今こそスポーツ・文化の力を！】

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

県に活動拠点を置くプロスポーツチームや
おかれています。 

私たちの生活に元気や潤いを与えてくれるスポーツや文化芸術を未来に
活動を応援する

プロジ

山形県外に在住の方は通常のふるさと納税と同じく、返礼品を受けることが

コードにより専用サイトからお申込みください。

県内、県外在住を問わず、寄付金控除

。 

○プロスポーツ・文化施設応援の例 

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイ

ンズ、アランマーレ）で活躍する選手の競技力向上に向けた支援や

への支援に活用させていただいます。 

C205 

寄付額：

720ml×3 本 

朝日川 純米大吟醸

上喜元 純米大吟醸／酒田酒造

東の麓 純米大吟醸

今こそスポーツ・文化の力を！】

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

県に活動拠点を置くプロスポーツチームや

私たちの生活に元気や潤いを与えてくれるスポーツや文化芸術を未来に
活動を応援するプロジェクト

プロジェクト限定品や、山形県産の魅力ある特産物をチョイスしました！！

  

山形県外に在住の方は通常のふるさと納税と同じく、返礼品を受けることが

コードにより専用サイトからお申込みください。

県内、県外在住を問わず、寄付金控除が受けられます

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイ

ンズ、アランマーレ）で活躍する選手の競技力向上に向けた支援や

 

 純米大吟醸

 

寄付額：30,000

純米大吟醸 米寿／朝日川酒造

純米大吟醸／酒田酒造

純米大吟醸 龍「テツ」720ml

今こそスポーツ・文化の力を！】 

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

県に活動拠点を置くプロスポーツチームや文化施設が、新型コロナウイルスの影響により、

私たちの生活に元気や潤いを与えてくれるスポーツや文化芸術を未来に
プロジェクトを実施しています。

ェクト限定品や、山形県産の魅力ある特産物をチョイスしました！！

 

山形県外に在住の方は通常のふるさと納税と同じく、返礼品を受けることが

コードにより専用サイトからお申込みください。

が受けられます。12

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイ

ンズ、アランマーレ）で活躍する選手の競技力向上に向けた支援や

純米大吟醸 3 本セット 

30,000 円 

米寿／朝日川酒造 

純米大吟醸／酒田酒造 

720ml／東の麓酒造

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

文化施設が、新型コロナウイルスの影響により、

私たちの生活に元気や潤いを与えてくれるスポーツや文化芸術を未来に
を実施しています。

ェクト限定品や、山形県産の魅力ある特産物をチョイスしました！！

クラウドファンディング

山形県外に在住の方は通常のふるさと納税と同じく、返礼品を受けることが

コードにより専用サイトからお申込みください。 

12 月まで寄付いただけると、

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイ

ンズ、アランマーレ）で活躍する選手の競技力向上に向けた支援や文化施設の魅力ある企画

 

 AP60 
部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」

／東の麓酒造 

申込；2020

【山形牛】ミスジ、イチボ

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

文化施設が、新型コロナウイルスの影響により、

私たちの生活に元気や潤いを与えてくれるスポーツや文化芸術を未来に
を実施しています。 

ェクト限定品や、山形県産の魅力ある特産物をチョイスしました！！

クラウドファンディング型 ふるさと納税のご案内

山形県外に在住の方は通常のふるさと納税と同じく、返礼品を受けることが

コードにより専用サイトからお申込みください。 

月まで寄付いただけると、

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイ

文化施設の魅力ある企画

AP60 大人気！！極上山形牛希少
部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」

寄付額： 

2020 年 3 月 10 日まで

【山形牛】ミスジ、イチボ 

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

文化施設が、新型コロナウイルスの影響により、

私たちの生活に元気や潤いを与えてくれるスポーツや文化芸術を未来に繋げていく

ェクト限定品や、山形県産の魅力ある特産物をチョイスしました！！

ふるさと納税のご案内

月まで寄付いただけると、 

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイ

文化施設の魅力ある企画

大人気！！極上山形牛希少
部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」

 30,000 円 

日まで 

 、ランプ 各 200g

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト

文化施設が、新型コロナウイルスの影響により、

繋げていくため、

ェクト限定品や、山形県産の魅力ある特産物をチョイスしました！！

ふるさと納税のご案内

 

いただいた寄付金は、県内の３つのプロスポーツチーム（モンテディオ山形、山形ワイヴァ

文化施設の魅力ある企画等

 

 

大人気！！極上山形牛希少
部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」 

 

200g 

やまがたプロスポーツ・文化施設応援プロジェクト 

文化施設が、新型コロナウイルスの影響により、

ため、 

ェクト限定品や、山形県産の魅力ある特産物をチョイスしました！！ 

ふるさと納税のご案内 



   

C201 純米大吟醸 2 本セット C206 純米吟醸 5 本セット C227 酒米別飲み比べセット 

寄付額：20,000 円 寄付額：30,000 円 寄付額：50,000 円 

720ml×2 本 

加茂川 純米大吟醸 久保桜／加茂川酒造 

亀の井 純米大吟醸くどき上手／亀の井酒造 

720ml×5 本 

沢正宗 純米吟醸 出羽の里 山形ｾﾚｸｼｮﾝ／古澤酒造  

杉勇 純米吟醸 山田錦／杉勇蕨岡酒造場 

鯉川 純米吟醸 亀治好日／鯉川酒造 

東光 純米吟醸 出羽燦々／小嶋総本店 

米鶴 盗み吟醸 大吟／米鶴酒造 

720ml×6 本 

栄冠菊勇 雪女神、東光 出羽の里 純米吟醸原酒 

霞城寿 純米吟醸 出羽燦々、出羽桜 純米吟醸 つ

や姫、東北泉 純米酒ちょっとおまち、米鶴 純米 亀

の尾（米の力） 

   

C200 高畠ワイン 赤白セット C203 スパークリング 辛口セット C220 赤白ワイン 6 本セット 

寄付額：10,000 円 寄付額：20,000 円 寄付額：30,000 円 

720ml×2 本 

高畠ブラン、高畠ルージュ 

750ml×3 本 

スパークリングデラウェア 白 辛口、嘉 yoshi スパ

ークリング シャルドネ×2 本 

720ml×6 本 

山形ﾏｽｶｯﾄﾍﾞｰﾘｰＡ 赤辛、天童ワイン 赤、月山山

麓 赤 、山形デラウェア 白、高畠ブラン 白、月山

ワイン 豊穣神話 白 

   

C209 子宝リキュールセット A027 つや姫と高級山形牛（焼肉用）
セット 

BA03 A5-A4 とろける山形牛 
ステーキ 200gｘ2 枚 

寄付額：20,000 円 寄付額：30,000 円 寄付額：50,000 円 

720ml×4 本 

子宝 山形りんご、子宝 山形ラフランス、子宝 庄内

の和梨、子宝 鳥海山麓ヨーグルト 

 200g×2 枚／A5－A4 ランク 

   

T014 米沢牛肩ロースすき焼き T035 米沢牛霜降りカルビ焼肉用 
BH18 スモッち＆スモッち GOLD（10 個セット）＆

いではのもみじ名水赤がら 20 個セット 

寄付額：50,000 円 寄付額：70.000 円 寄付額：10,000 円 

肩ロース 500g 米沢牛霜降りカルビ焼肉用 700g 燻製卵「スモッち」×5 個、「スモッち GOLD」×5 個、

いではのもみじ名水赤がら×20 個入 



申込：

配送：

【期間限定】

「マッシュルーム尽くし

【数量限定】

特別栽培米

K038
モーツァルト交響曲全集

ＣＤ13

A059

寄付額：

申込：2020 年 11 月 20

配送：2020 年 11 月上旬から

【期間限定】 

AP50
「マッシュルーム尽くし

寄付額：

【数量限定】 

BU005 令和
特別栽培米つや姫

寄付額：

【期間限定】

K038 山形交響楽団
モーツァルト交響曲全集

《13 枚組》

寄付額：70,000
13 枚組 1 セット 

A059 庄内柿 

寄付額：10,000 円

20 日まで 

月上旬から 

AP50 大人気！
「マッシュルーム尽くし 6 点セット」

寄付額：20,000 円

令和 2 年山形県産
つや姫 10kg(5kg

寄付額：12,000 円

【期間限定】【数量限定】

 

山形交響楽団 
モーツァルト交響曲全集 

枚組》 

70,000 円 
 

 

 

円 

 

大人気！ 
点セット」 

円 

 

年山形県産 
10kg(5kg×2) 

円 

【数量限定】   申込：

AN04 
選手サイン入り公式戦着用

ｵｰｾﾝﾃｨｯｸﾕﾆﾌｫｰﾑ

寄付額：
申込 2020 年

配送 2021 年

2020 シーズン所属選手が明治安田

生命 J2 リーグ戦で着用した

ォームに、対象選手の直筆サインを

入れてお送りいたします。

AP65 嬉しい～秋冬詰め合わせ

寄付額：

申込：2020 年 11

配送：2020 年 10

【期間限定】【数量限定】

JTB03 【山形県】
旅行クーポン（

寄付額：

BU006
雪若丸

寄付額：

申込：2020 年 9 月 1

 モンテディオ
選手サイン入り公式戦着用

ｵｰｾﾝﾃｨｯｸﾕﾆﾌｫｰﾑ

寄付額：150,000
年 12 月 20 日まで

年 1 月 31 日発送予定

シーズン所属選手が明治安田

リーグ戦で着用した 1st

ォームに、対象選手の直筆サインを

入れてお送りいたします。 

嬉しい～秋冬詰め合わせ
セット 

寄付額： 10,000

11 月 10 日まで 

10 月下旬～11 月下旬

【期間限定】【数量限定】 

【山形県】JTB
旅行クーポン（30,000

寄付額：100,000

山形県内全域で

※発送物はございません。メールにて注文番号をお知らせします。

BU006 令和 2 年山形県
雪若丸 10kg(5kg

寄付額：11,000

1 日～2021 年 3 月

 

モンテディオ山形 
選手サイン入り公式戦着用 

ｵｰｾﾝﾃｨｯｸﾕﾆﾌｫｰﾑ 

150,000 円 
日まで 

日発送予定 

シーズン所属選手が明治安田

1st ユニフ

ォームに、対象選手の直筆サインを

 

2020

「ペナルティ」のロン

員のサインを入れてお送りいたしま

す。 

嬉しい～秋冬詰め合わせ
 

10,000 円 

 

月下旬 

 

JTB ふるさと納税
30,000 円分） 

100,000 円 

山形県内全域で 1 泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できます。

※発送物はございません。メールにて注文番号をお知らせします。

年山形県産 
10kg(5kg×2) 

11,000 円 

月 15 日 発送：2020

山形ワイヴァンズ
選手サイン入ロンＴ

（長袖Ｔシャツ）

寄付額：20,000
2020-21 シーズンのサプライヤーの

「ペナルティ」のロンT

員のサインを入れてお送りいたしま

 

 

嬉しい～秋冬詰め合わせ AP26

申込：2020

配送：2020

【期間限定】【数量限定】

 

ふるさと納税 
 

JTB04 
旅行クーポン（

泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できます。

※発送物はございません。メールにて注文番号をお知らせします。

 

BU004
はえぬき

2020 年 11 月 04

 

山形ワイヴァンズ 
選手サイン入ロンＴ 

（長袖Ｔシャツ） 

20,000 円 
シーズンのサプライヤーの

Tシャツに選手全

員のサインを入れてお送りいたしま

AP26 これだけあれば嬉しい！
山形の年末年始セット

寄付額：

2020 年 12 月 22 日まで

2020 年 12 月中旬～

【期間限定】【数量限定】 

JTB04 【山形県】
旅行クーポン（150,000

寄付額：500,000

泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できます。

※発送物はございません。メールにて注文番号をお知らせします。

BU004 令和
はえぬき 10kg(5kg

寄付額：

04 日～2021 年 3 月

 

アランマーレ
選手のサイン入り

ユニフォームＴシャツ

寄付額：
シーズンのサプライヤーの

シャツに選手全

員のサインを入れてお送りいたしま

選手のサイン入りアランマーレのユニ

フォームデザインのＴシャツです。

※ご希望の選手をご指定ください。

これだけあれば嬉しい！
山形の年末年始セット 

寄付額：20,000 円 

日まで 

月中旬～12 月下旬 

 

【山形県】JTB ふるさと納税
150,000 円分）

500,000 円 

泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できます。 

※発送物はございません。メールにて注文番号をお知らせします。 

令和 2 年山形県
10kg(5kg×2)

寄付額：10,000 円 

月 31 日 

アランマーレ 
選手のサイン入り

ユニフォームＴシャツ

寄付額：10,000
選手のサイン入りアランマーレのユニ

フォームデザインのＴシャツです。

※ご希望の選手をご指定ください。

 

これだけあれば嬉しい！ 
 

 

ふるさと納税 
円分） 

 

 

産 
2) 

 

 

 
選手のサイン入り 

ユニフォームＴシャツ 

0,000 円 
選手のサイン入りアランマーレのユニ

フォームデザインのＴシャツです。 

※ご希望の選手をご指定ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税について

お問合せ先

寄付金額順の返礼品

寄付額を決定

税金が控除

寄  

返礼品が届く

税金控除の手続き

返礼品を選択

ふるさと納税について

※数量限定の返礼品については予定数量に達した場合

※返礼品の詳細はふるさと納税専用サイトでご確認ください。

お問合せ先
山形県観光文化スポーツ部スポーツ振興・地域活性化推進課

電話

BH18 スモッち＆スモッちGOLD（10個セット）＆いではのもみじ名水赤がら 20個セット

A059 庄内柿

AP65 嬉しい～秋冬詰め合わせセット

BU004 令和2年山形県産はえぬき10kg(5kg×2)

C200 高畠ワイン 赤白セット

BP019 ♪フルーツ王国山形♪ラフランス5kg

山形ワイヴァンズマフラータオル

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

AranmareユニフォームＴシャツ

AranmareロゴＴシャツ＆AranmareキッズＴシャツ　親子応援セット

Aranmareオリジナルタオル＆Aranmareオリジナルトートバック＆アラマキーホルダーセット

選手のサイン入りAranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

選手のサイン入りAranmareユニフォームＴシャツ

BU006 令和2年山形県産雪若丸10kg(5kg×2)

BU005 令和2年山形県産特別栽培米つや姫10kg(5kg×2)

AranmareロゴＴシャツ２着＆アラマキーホルダー１個　ペア応援セット

AP50 大人気！「マッシュルーム尽くし6点セット」

AP26 これだけあれば嬉しい！山形の年末年始セット

C201 純米大吟醸2本セット

C209 子宝リキュールセット

C203 スパークリング 辛口セット

山形ワイヴァンズ選手サイン入ロンＴ

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareパーカーセット

A027 つや姫と高級山形牛（焼肉用）セット

AP60 大人気！！極上山形牛希少部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」

C205 純米大吟醸3本セット

C206 純米吟醸5本セット

C220 赤白ワイン6本セット

BA03 A5-A4とろける山形牛ステーキ200gｘ2枚

T014 米沢牛肩ロースすき焼き

C227 酒米別飲み比べセット

K038 山形交響楽団モーツァルト交響曲全集 《13枚組》

T035 米沢牛霜降りカルビ焼肉用

山形ワイヴァンズ選手サイン入りデイバッグ

JTB03 【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（30,000円分）

AN04 モンテディオ山形選手サイン入りユニフォーム

JTB04 【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（150,000円分）

寄付金額順の返礼品

寄付額を決定 

税金が控除 

  付 

返礼品が届く 

税金控除の手続き 

返礼品を選択 

ふるさと納税について

※数量限定の返礼品については予定数量に達した場合

※返礼品の詳細はふるさと納税専用サイトでご確認ください。

お問合せ先 
山形県観光文化スポーツ部スポーツ振興・地域活性化推進課

電話/023-630

スモッち＆スモッちGOLD（10個セット）＆いではのもみじ名水赤がら 20個セット

庄内柿

嬉しい～秋冬詰め合わせセット

令和2年山形県産はえぬき10kg(5kg×2)

高畠ワイン 赤白セット

♪フルーツ王国山形♪ラフランス5kg

山形ワイヴァンズマフラータオル

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

AranmareユニフォームＴシャツ

AranmareロゴＴシャツ＆AranmareキッズＴシャツ　親子応援セット

Aranmareオリジナルタオル＆Aranmareオリジナルトートバック＆アラマキーホルダーセット

選手のサイン入りAranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

選手のサイン入りAranmareユニフォームＴシャツ

令和2年山形県産雪若丸10kg(5kg×2)

令和2年山形県産特別栽培米つや姫10kg(5kg×2)

AranmareロゴＴシャツ２着＆アラマキーホルダー１個　ペア応援セット

大人気！「マッシュルーム尽くし6点セット」

これだけあれば嬉しい！山形の年末年始セット

純米大吟醸2本セット

子宝リキュールセット

スパークリング 辛口セット

山形ワイヴァンズ選手サイン入ロンＴ

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareパーカーセット

つや姫と高級山形牛（焼肉用）セット

大人気！！極上山形牛希少部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」

純米大吟醸3本セット

純米吟醸5本セット

赤白ワイン6本セット

A5-A4とろける山形牛ステーキ200gｘ2枚

米沢牛肩ロースすき焼き

酒米別飲み比べセット

山形交響楽団モーツァルト交響曲全集 《13枚組》

米沢牛霜降りカルビ焼肉用

山形ワイヴァンズ選手サイン入りデイバッグ

【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（30,000円分）

モンテディオ山形選手サイン入りユニフォーム

【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（150,000円分）

寄付金額順の返礼品 

控除限度額の目安は右のＱＲコードサイトから確認できます。

右のＱＲコードから専用サイトにアクセスしお申込みください。
※寄付先自治体が５か所までの方は、確定申告を行わなくてもよい
「ワンストップ特例申請」を選択できます。

選択いただいた返礼品を送付します。

ワンストップ特例申請をご希望された方には、「寄付金受領証明書」と
「申出書」を送付しますので、ご記入のうえ、山形県に提出して
ください。

翌年の住民税が控除されます。

ふるさと納税について 
手続きをすると、寄付金のうち
住民税の控除が受けられます。

※数量限定の返礼品については予定数量に達した場合

※返礼品の詳細はふるさと納税専用サイトでご確認ください。

山形県観光文化スポーツ部スポーツ振興・地域活性化推進課
630-3156

スモッち＆スモッちGOLD（10個セット）＆いではのもみじ名水赤がら 20個セット

嬉しい～秋冬詰め合わせセット

令和2年山形県産はえぬき10kg(5kg×2)

高畠ワイン 赤白セット

♪フルーツ王国山形♪ラフランス5kg

山形ワイヴァンズマフラータオル

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

AranmareユニフォームＴシャツ

AranmareロゴＴシャツ＆AranmareキッズＴシャツ　親子応援セット

Aranmareオリジナルタオル＆Aranmareオリジナルトートバック＆アラマキーホルダーセット

選手のサイン入りAranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

選手のサイン入りAranmareユニフォームＴシャツ

令和2年山形県産雪若丸10kg(5kg×2)

令和2年山形県産特別栽培米つや姫10kg(5kg×2)

AranmareロゴＴシャツ２着＆アラマキーホルダー１個　ペア応援セット

大人気！「マッシュルーム尽くし6点セット」

これだけあれば嬉しい！山形の年末年始セット

純米大吟醸2本セット

子宝リキュールセット

スパークリング 辛口セット

山形ワイヴァンズ選手サイン入ロンＴ

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareパーカーセット

つや姫と高級山形牛（焼肉用）セット

大人気！！極上山形牛希少部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」

純米大吟醸3本セット

純米吟醸5本セット

赤白ワイン6本セット

A5-A4とろける山形牛ステーキ200gｘ2枚

米沢牛肩ロースすき焼き

酒米別飲み比べセット

山形交響楽団モーツァルト交響曲全集 《13枚組》

米沢牛霜降りカルビ焼肉用

山形ワイヴァンズ選手サイン入りデイバッグ

【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（30,000円分）

モンテディオ山形選手サイン入りユニフォーム

【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（150,000円分）

控除限度額の目安は右のＱＲコードサイトから確認できます。

右のＱＲコードから専用サイトにアクセスしお申込みください。
※寄付先自治体が５か所までの方は、確定申告を行わなくてもよい
「ワンストップ特例申請」を選択できます。

選択いただいた返礼品を送付します。

ワンストップ特例申請をご希望された方には、「寄付金受領証明書」と
「申出書」を送付しますので、ご記入のうえ、山形県に提出して
ください。 

翌年の住民税が控除されます。

手続きをすると、寄付金のうち
住民税の控除が受けられます。

※数量限定の返礼品については予定数量に達した場合、終了する場合があります。

※返礼品の詳細はふるさと納税専用サイトでご確認ください。

山形県観光文化スポーツ部スポーツ振興・地域活性化推進課
3156 E-MAIL/ysposhin@p

スモッち＆スモッちGOLD（10個セット）＆いではのもみじ名水赤がら 20個セット

令和2年山形県産はえぬき10kg(5kg×2)

♪フルーツ王国山形♪ラフランス5kg

山形ワイヴァンズマフラータオル

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

AranmareロゴＴシャツ＆AranmareキッズＴシャツ　親子応援セット

Aranmareオリジナルタオル＆Aranmareオリジナルトートバック＆アラマキーホルダーセット

選手のサイン入りAranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

選手のサイン入りAranmareユニフォームＴシャツ

令和2年山形県産雪若丸10kg(5kg×2)

令和2年山形県産特別栽培米つや姫10kg(5kg×2)

AranmareロゴＴシャツ２着＆アラマキーホルダー１個　ペア応援セット

大人気！「マッシュルーム尽くし6点セット」

これだけあれば嬉しい！山形の年末年始セット

山形ワイヴァンズ選手サイン入ロンＴ

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareパーカーセット

つや姫と高級山形牛（焼肉用）セット

大人気！！極上山形牛希少部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」

A5-A4とろける山形牛ステーキ200gｘ2枚

山形交響楽団モーツァルト交響曲全集 《13枚組》

山形ワイヴァンズ選手サイン入りデイバッグ

【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（30,000円分）

モンテディオ山形選手サイン入りユニフォーム

【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（150,000円分）

返礼品名

控除限度額の目安は右のＱＲコードサイトから確認できます。

右のＱＲコードから専用サイトにアクセスしお申込みください。
※寄付先自治体が５か所までの方は、確定申告を行わなくてもよい
「ワンストップ特例申請」を選択できます。

選択いただいた返礼品を送付します。

ワンストップ特例申請をご希望された方には、「寄付金受領証明書」と
「申出書」を送付しますので、ご記入のうえ、山形県に提出して

翌年の住民税が控除されます。 

手続きをすると、寄付金のうち
住民税の控除が受けられます。

終了する場合があります。

※返礼品の詳細はふるさと納税専用サイトでご確認ください。 

山形県観光文化スポーツ部スポーツ振興・地域活性化推進課
MAIL/ysposhin@p

スモッち＆スモッちGOLD（10個セット）＆いではのもみじ名水赤がら 20個セット

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

AranmareロゴＴシャツ＆AranmareキッズＴシャツ　親子応援セット

Aranmareオリジナルタオル＆Aranmareオリジナルトートバック＆アラマキーホルダーセット

選手のサイン入りAranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

選手のサイン入りAranmareユニフォームＴシャツ

令和2年山形県産特別栽培米つや姫10kg(5kg×2)

AranmareロゴＴシャツ２着＆アラマキーホルダー１個　ペア応援セット

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareパーカーセット

大人気！！極上山形牛希少部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」

山形交響楽団モーツァルト交響曲全集 《13枚組》

【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（30,000円分）

【山形県】JTBふるさと納税旅行クーポン（150,000円分）

返礼品名

控除限度額の目安は右のＱＲコードサイトから確認できます。

右のＱＲコードから専用サイトにアクセスしお申込みください。
※寄付先自治体が５か所までの方は、確定申告を行わなくてもよい
「ワンストップ特例申請」を選択できます。 

選択いただいた返礼品を送付します。 

ワンストップ特例申請をご希望された方には、「寄付金受領証明書」と
「申出書」を送付しますので、ご記入のうえ、山形県に提出して

手続きをすると、寄付金のうち 2,000
住民税の控除が受けられます。 

終了する場合があります。 

山形県観光文化スポーツ部スポーツ振興・地域活性化推進課
MAIL/ysposhin@pref.yamagata.jp

スモッち＆スモッちGOLD（10個セット）＆いではのもみじ名水赤がら 20個セット

AranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

AranmareロゴＴシャツ＆AranmareキッズＴシャツ　親子応援セット

Aranmareオリジナルタオル＆Aranmareオリジナルトートバック＆アラマキーホルダーセット

選手のサイン入りAranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

AranmareロゴＴシャツ２着＆アラマキーホルダー１個　ペア応援セット

大人気！！極上山形牛希少部位セット「ミスジ・イチボ・ランプ」

控除限度額の目安は右のＱＲコードサイトから確認できます。

右のＱＲコードから専用サイトにアクセスしお申込みください。
※寄付先自治体が５か所までの方は、確定申告を行わなくてもよい

ワンストップ特例申請をご希望された方には、「寄付金受領証明書」と
「申出書」を送付しますので、ご記入のうえ、山形県に提出して

2,000 円を超える部分は所得税の還付、

山形県観光文化スポーツ部スポーツ振興・地域活性化推進課 
ref.yamagata.jp

スモッち＆スモッちGOLD（10個セット）＆いではのもみじ名水赤がら 20個セット

Aranmareオリジナルタオル＆Aranmareオリジナルトートバック＆アラマキーホルダーセット

選手のサイン入りAranmareロゴＴシャツ＆Aranmareオリジナルタオル　応援セット

控除限度額の目安は右のＱＲコードサイトから確認できます。 

右のＱＲコードから専用サイトにアクセスしお申込みください。 
※寄付先自治体が５か所までの方は、確定申告を行わなくてもよい

ワンストップ特例申請をご希望された方には、「寄付金受領証明書」と
「申出書」を送付しますので、ご記入のうえ、山形県に提出して 

円を超える部分は所得税の還付、

ref.yamagata.jp 

ワンストップ特例申請をご希望された方には、「寄付金受領証明書」と

寄付限度額（総務省ＨＰ）

ふるさと納税専用サイト

円を超える部分は所得税の還付、 

寄付金額（円）

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

11,000

12,000

15,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

70,000

70,000

70,000

100,000

150,000

500,000

寄付限度額（総務省ＨＰ）

ふるさと納税専用サイト 

 

寄付金額（円）


