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4
星降る里新潟産
妙高こしひかり(5kg) 5

妙高3銘柄呑み比べセッ
ト(720ml×3本)

寄附金額 40,000 寄附金額 10,000 寄附金額 11,000

1
妙高3銘柄大吟醸・純米
大吟醸呑み比べセット 2

新潟県産
越の鶏スモークチキンと
バジルチキン

3
お肉屋さんのトロトロ
もつ煮込みとチャーシュー
セット

寄附金額 17,000

寄附金額 13,000 寄附金額 16,000

6
越後杵つきこがね餅A
セット

7
越後杵つきこがね餅B
セット 8

越後杵つきこがね餅白餅
セット

寄附金額 10,000 寄附金額 10,000

寄附金額 10,000

寄附金額 316,000

18
赤倉観光ホテル露天風呂
付客室ツイン
ペア招待券　※1

9 かんずり2点セット 10
かんずり酒盗入り5点
セット

寄附金額 7,000

11
＜新潟県妙高市内＞空き
家見回りサービス

12
＜新潟県妙高市内＞墓地
清掃サービス

13
妙高市内宿泊利用券2枚
とスキーリフト1日券
※1

寄附金額 5,000 寄附金額 10,000

14
妙高市内宿泊利用券4枚
とスキーリフト1日券2枚
※1

15
妙高市内宿泊利用券
※1

寄附金額 15,000 寄附金額

16
赤倉観光ホテル
フルーツケーキ・オレン
ジケーキ　詰め合わせ

17
赤倉観光ホテル
本館ツイン
ペア招待券　※1

寄附金額 100,000 寄附金額 200,000 寄附金額 67,000 200,000

19
赤倉観光ホテル
ランチＡコース
ペア招待券　※1

20
赤倉観光ホテル
ランチ　Ｂコース
ペア招待券　※1

24
新潟県矢代産コシヒカリ
計20kg

寄附金額 35,000

25
新潟県矢代産コシヒカリ
計25kg

寄附金額 5,000 寄附金額 9,000 寄附金額 18,000

21
新潟県矢代産コシヒカリ
2kg

22
新潟県矢代産コシヒカリ
5kg

23
新潟県矢代産コシヒカリ
10kg

寄附金額 54,000 寄附金額 39,000

29
新之助&矢代産コシヒカ
リ各5kg(計10kg)セット

30
「野草野菜発酵原液」ユ
アラーゼ

26
上越・妙高産　新之助
2kg

27
上越・妙高産　新之助
5kg

28
新之助&矢代産コシヒカ
リ各2kg(計4kg)セット

18,000 寄附金額 30,000寄附金額 43,000 寄附金額 5,000 寄附金額 10,000 寄附金額 8,000 寄附金額

34
君の井＜純米大吟醸＞
720ml

35
君の井＜純米2種セット
＞720ml×各1

寄附金額 10,000 寄附金額 7,000 寄附金額 10,000

31
君の井＜山廃2種セット
＞720ml×各1

32
君の井＜晩酌飲み比べ2
種セット＞720ml×各1

33
君の井＜純米、純米吟醸
セット＞720ml×各1

寄附金額 18,000

寄附金額 10,000 寄附金額 18,000

36
君の井＜山廃純米大吟醸
＞720ml

37
君の井＜純米吟醸2種
セット＞720ml×各1

38 君の井＜大吟醸＞720ml

寄附金額 10,000 寄附金額 10,000

寄附金額 9,000

42
妙高天狗の隠し酒
720ml2本セット

寄附金額 30,000 寄附金額 30,000

39 君の井＜大吟醸＞1.8L 40
君の井＜山廃純米大吟醸
＞1.8L

寄附金額 17,000

41
君の井＜純米大吟醸、純
米吟醸セット＞720ml×
各1

ご寄附いただいた⾦額により、以下の⼀覧からご希望の特産品等をお選びいただけます。
※妙⾼市内在住者への返礼は、ふるさと納税の制度上できませんのであらかじめご了承ください。
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43
妙高天狗の隠し酒
1,800ml2本セット

28,000 寄附金額

46
＜妙高高原ビール＞3種
ギフトセット(330ml×24
本)

47
妙高産斐太の里コシヒカ
リ「旬」2kg

寄附金額 14,000 5,000 寄附金額 10,000

48
妙高産斐太の里コシヒカ
リ「旬」5kg

寄附金額 20,000

44
＜妙高高原ビール＞3種
ギフトセット(330ml×6
本)

45
＜妙高高原ビール＞3種
ギフトセット(330ml×12
本)

寄附金額寄附金額 14,000 寄附金額 8,000

57
ＣＯＮＯＭｉ
科学のマスク
３枚セット　※2

49
妙高産斐太の里コシヒカ
リ「旬」10kg(5kg×2袋)

50
妙高産斐太の里コシヒカ
リ「旬」20kg(5kg×4袋)

54 妙高の香りセット

55
妙高3銘柄呑み比べセッ
ト(1800ml×3本)

寄附金額 16,000 寄附金額 15,000 寄附金額 10,000

51 妙高もりもりセット 52 妙高すこやかセットA 53 妙高すこやかセットB

58
ＣＯＮＯＭｉ
科学のマスク
３色セットＡ　※2

寄附金額 40,000 寄附金額 10,000

寄附金額 23,000 寄附金額 10,000

59
ＣＯＮＯＭｉ
科学のマスク
３色セットＢ　※2

寄附金額 11,000 寄附金額 10,000 寄附金額 10,000

56
厳選ギフトセット
ふるさと直行便

【申込方法】

・同封の「寄附申込書」の通信欄にご希望のご希望の商品の“番号”も しくは“商品名”

を記載し、投函ください。

・特にご希望がない場合は、寄附金額に応じた特産品をお送りさせていただきます。

（通信欄に特段の記載がない場合は、「希望なし」として承らせていただきます）

・受付期間外につき取扱を休止しているものも含まれているため、ご希望に添えない場合

もございます。あらかじめご了承ください。

・商品の発送は、寄附金受付の翌月中旬頃の予定です。

※１ 宿泊利用券やランチ利用券は、払い戻しができませんのでご注意ください。

※２ 大人用と子ども用サイズがありますので通信欄にサイズをご記入ください。

※これらの商品は、一部を除き、以下のふるさと納税受付サイトにも掲載しています。
ぜひご利用ください！

＜さとふる＞ ＜楽天ふるさと納税＞＜ふるさとチョイス＞ ＜ＡＮＡのふるさと納税＞

●「ふるさと納税」のイメージ

・妙高市外に住むかたが、妙高市
へ32,000円を寄付した場合、
本来居住自治体へ納付する個人
住民税額が300,000円であっ
たとすると、寄附額から自己負
担額2,000円を引いた30,000
円が、控除されます。

※あくまでイメージ化を図るための簡略的な計算であり、実際には寄附金控除額に上限があるため、詳細はお住まいの自治体の税務担

当部署へお問合せください。

居住している
自治体へ本来
納付する個人
住民税額

 300,000円

270,000円
  税額から30,000

　円を控除した額

30,000円
（個人住民税からの控除額）

自己負担　2,000円

妙高市

居住自治体

32,000を寄附

270,000を納付


