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①ふるさと納税の申出

　　　(ファクス、電子メール等)

②納付書等の送付ぶ心ふjJ-き〃-●14Z・
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⑥確定申告
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⑦税制上の優遇措置

・所得税の控除・還付

・住民税の控除
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⑤謝礼の送付

注１ 山梨申央銀行、近畿大阪銀行梅田営業部、みずほ鐘行本・支店など、山梨県が指定した金融機関か

らのお握り込みには麹込手数料がかかりませんが。それ以外の場合に12手数料のご良担が生じます。

注２　領収証は翌年の確定申告時に必要になります。大切に保管してください。

年収700万円の給与所得者(夫婦・子なし)の控除イメージ
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適用下限額

2,000円

②個人住民税　税額控除(基本分)

　　2,800円

①（寄附金－２千円）×所得税率

②（寄附金－2千円）×IO％

③（寄附金－2千円）

　　　×（100％－10％一所得税率）

所得税率は年収によりO～40％の間で変動する。　上記

の例では20％(平成26年度から平成50年度については、

復興特別所得税を加算した率)

①②により控除できなかった部分を全額控除｡ただし､個

人住民税所得割額の1割が限度

お
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申し込み

問い合わせ

　　　　□

〒400-8501山梨県甲府市丸の内一丁目６番1号山梨県総務部税務課

　　TEL　055-223-1386（直通）　FAX　055-223-1390
　　E-MAIL　zeimu＠pref.yamanashi.lg.jp

　　URL　http://www.pref.yamanashi.jp/seisaku/40055590897.ht�
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①ふるさとの水を育む森林保全に関する取り組み

　平成25年度は緑化まつりでの植樹活動や松くい虫対策に活用させてい

ただきました。

②富士山の保全、環境美化に関する取り組み

　平成25年度は不法投棄物の撤去や富士ビジターセンターでの啓発活動

に活用させていただきました。

③ふるさとの青少年育成に関する取り組み

平成25年度は国民文化祭や自然体験活動に活用させていたださました。

④豪雪による農業被害の復旧に関する取り組み

　平成26年２月の歴史的な豪雪により甚大な被害を受けた農業の復旧を

図るため、農家の皆様に対する支援策を講じます。

０｢ふるさと納税｣(寄附)を申し出る

･ら.ﾉ’

ｆ

　「寄附申出書」に必要事項を記入し、ファックス又は郵送で

お送りください。

　インターネットで申し出ることもできます。詳しくは県の

ホームページ（ふるさと応援サイト）をご覧ください。

０寄附金(ふるさと納税)を納付する

　「納付書」が届いたら金融機

関に行って納付してください。

　発行される領収書は確定申

告の際に必要となりますので

大切に保管してください。

０確定申告をする

一

クレジットカード払いを選択

した方にはメールで納付方法

をお知らせします。

　翌年の確定申告の際に領収書を添付して申告してください。

　寄附をした年の所得税額から還付されるとともに、寄附をした

翌年度の住民税が減額されます。
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山梨県税務課行き

山梨県知事横内正明殿

ＦＡＸ：０５５－２２３－１３９０

平成

　　　　　寄附申出書

私は、山梨県を応援するために､次のとおり寄附(ふるさと納税)を申し出ます。

円

年 月 目

H26.4

ｊ

・寄附の方法(いずれかに○を付けてください)

　　　　１納付書　※後日、納付書を送付いたします。

　　　　２現金

　　　　３クレジットカード(インターネット経由)※3は5､000円以上の寄附に眠らせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※記入のない場合は｢1納付書｣希望として扱わせていただきます。

■寄附の使途(いずれかに○を付けてください)

１

２

３

４

ふるさとの水を育む森林保全に関する取り組み

富士山の保全､環境美化に関する取り組み

ふるさとの青少年育成に関する取り組み

豪雪による農業被害の復旧に関する取り組み　　５特に使途の指定なし

　※記入のない場合は｢5特に使途の指定なし｣として扱わせていただきます。

■お礼として特産品をお贈りします（１万円以上寄附をくださった県外在住の方限定）
１

一

２特産品は贈らなくてよい(不要)

の特産品を希望する

　　※記入のない場合は｢2不要｣として扱わせていただきます。

　　※お贈りするのは同一年度に1回限りとさせていただきます。

　　※特産品番号は別紙カタログ又は山梨県ふるさと応援サイトでご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　Lhttp://www.preflyamanashi.jp/seisaku/40055590897.html

・山梨県への応援メッセージをご記入ください（任意）

■寄附していただいた情報をホームページなどで公開してよろしいですか

　　１公開してほしくない

　　２次の情報(右欄○印)を公開してよい

※記入のない場合は｢1非公開｣として扱わせていただきます。

氏名 お住まいの都道府県

寄附金額 応援メッセージ

(ふりがな)

　お名前

ご住所

一Ｔ　　　　　－

ご連絡先
電話 ＦＡＸ

e-mail ＠

　※クレジットカードの場合はe-mailアドレスを必ず御記入願います。

※この申出書でいただいた個人情報は､ふるさと納税(寄附金)の取扱い事務及び特産品発送事務以外の目的では

　一切使用いたしません。
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ふるさと納税(寄附)御礼品一覧

平成26年４月版山

山梨県へふるさと納税をしてくださった方にやまなしの特産品をお贈りします。

（１万円以上の寄附をくださった県外在住の方に限ります）

詳しくはチラシかホームページ「山梨県ふるさと応援サイト」をご覧ください。
※贈呈する特産品は内容変更する場合があります。予めご了承ください。

山
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「あわびの煮貝」他おかずと梨北米セット

　　　　　　　　　　　　伝統の味､甲州名物あわびの煮貝

　　　　　　６　　　など山梨のおいしいものを詰め合わ　　　　　　劃　

せたｾｯﾄです。

　｜　　　　　’，◆信玄食品あわびの煮貝

　　　　　　　　　　　　◆八ヶ岳きのこご飯＆佃煮

Z
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（し冽ぷご飯の祉×砥部刻田煮×1）Si
l　　　　◆梨北米コシヒカリ3合

山
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　｢くろ玉｣他　甲斐の銘菓ｾｯﾄ
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「富士山パズル」他　富士山関係商品セット

山梨の生活に溶け込んだ世界遺産

富士山を感L:ていただきたい詰め合

わせです。

●富麗Ξ十六蓋置士山パズル

　嶺債はお任蛙く尨さい｡

◆富士山蓋山はちみつ

◆富士山メモ帳A5

｢富士山フリーカップ｣

富士山胎7)土を使い､富士山飴7)工房で

一つ一つ手作丸丸陶器7)フリーカップです。

手のひらにちょうど収まるサイズで、

取っ手はございません。

◆栄誉窯富士山柄フリーカッブ

　※柄はお任せください。

「印伝底つまみがま□」（5×7×2.5cm）

かいてらす

〒400-0807

恵一=瀋て殖様づtをし畑ii鶴珀工芸品

｢甲州印1云｣。ころんとLた葱加1まロは、

小鼓入れ!む□まもちろん､薬や小物ケー

凋ﾆもぴった4Jです。

●印伝の山本がまぐち剤害

　憂色・栢はお任蛙く尨さい．

山
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｢梨北米コシヒカリ(2kg)｣と釜飯セット

　　'“゛－゛　　八ｹ岳南麗育ちの梨北米は、
　　　　　2年連続｢特A｣受賞のおいしい
　　　　　お米です｡その梨北米をたっぷり
　．　　　　　　楽しんてりたたKｾﾞ少です。

　　　　　◆梨北米コシヒカリ2k9

li

l

　　　　　(煮貝の旨味たっぷりご飯の素)

山
26
1
4

「桃カレー」他　県産品活用食品セット

　　　　　　山梨県内でとれた果物を加工した　　　U・　　とびっきりの山梨産のｾｯﾄです。　匪e

◆桃農家の桃カレー
　　　　Ｘ　◆ベビービーチ

　駒y・，｀ 桃の幼果の甘納豆仕立て
1,111

¥?　

.uJn｡ﾚふとう

　　　　　　◆上野原産柚子胡轍

山
2
6
－

「ワインビネガーセツト」（赤・白）

山梨のワィンでつくられたおしやれな

ワインビネガーのセットです。

ドレッシングやソースはもちろん、

ミネラルウォーターやソーダ､お酒で

害』ってさわやかなお飲み物に。

◆ルミエールフレーバード

　ヴィネガー100ml（赤一白）

山
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　　「富士山ワインカップ」

　　　　富士山麓の土を使い､富士山麓の工房で

　　ルプす

　　　　帽励計ｲｽﾞで､取っ弓池ございま臥
　・　　　　　　　　　

◆栄誉窯富士山柄ワインカップ

i　　

柄はお任せく　さい。

山
26
｜

1!

（山梨県地場産業センター）

山梨県甲府市東光寺3-13-25（甲斐善光寺隣）

「葡萄の木を活かしたトレイ」（lox2ocm）

　　　　　　　　山梨県内で生きた葡萄の床の唇を

・●･-j‘ ･'i:1そのま由二活かL･Mヽさな托･ｲです.

l･r ･I=･.･.　？　　4､-a　木のぬ《igまもちろん､山鯨刀四季　　　　　　　　－－ｌ－●･ＪＪｔエ-I J.ILI.Jﾐｰ　　　　　を何+年も生きた木のしなや亦さを

　　　｡｡‘'、　　庶ズ《ださい。
17¬I谷』辿

　‘　　　　：　　　極小※形はお任せください。

TEL 055-237-1641 Mail info＠kaiterasu.jp



ふるさと納税(寄附)御礼品一覧

平成26年４月版Ｙ

ｇ

山梨県へふるさと納税をしてくださった方にやまなしの特産品をお贈りします

（１万円以上の寄附をくださった県外在住の方に限ります）。詳しくはチラシか

ホームページ「山梨県ふるさと応援サイト」をご覧ください。
※贈呈する特産品は内容変更する場合があります。予めこ了承ください。
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　　　　ルバイヤート赤（1800ml）

　　　　明るいルビー色。やや若いが軽やかで
　　　　飲みやすくレストランでのハウスワイ

　　　　ンとして人気です。

　　　　（マスカットベリーA種、カベルネ・

1　

ソーヴィニヨン種、メルロー種、
　　　　　ブラック・クイーン種）

Y26

　1

　3

　　　　ルバイヤー卜白（1800ml）

　　　　淡い黄色。落着いた香り、やや複雑な

　　　　味わいは復数年ブレンドによるもの。

　　　　料理とともにお楽しみください。

1　

レストランでのハウスワインとして

　　　　人気です。（デラウェア種、甲州種）

Y26

　1

　5

　　　　ロゼスパークリング(720ml)

　　1　　　
美しいロゼ色、フレッシュな香りと爽

　　　　やかなすっきりとした味わいのスバー

1

クリングワインです。きめ績かい優し

　　　　い泡の心地良い刺激をお楽しみ下さい。

4i｡、　食前酒として、またシーフードなどの

SG･，お食事と共にもお楽しみ頂けます。

Y26

　1
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　　　本醸造笹一純金入(1800ml)

　　　　良質の米と人との調和によって造り

　　　　出された円やかな旨味とコクを持つ

1　

本醸造酒。お祝の席に華やかさを加

　　　　える純金入です。

-一
一
ｙ２６

　１

１９

　　　　　印偉パスケース

　　　　　　　甲州に400年以上も伝わる革工芸ロ　

品「印僊（いんでん）」のバス

　　　　　　　ケースです。

　　　　　　※色柄指定はできません。
　　　　　　　あらかじめご了承ください。

Y26

　1

　2

　　　　ルバイヤートマスカツト

　　　　ベリーA樽貯蔵(720ml)

　　　　マスカットペリーＡ種を主体にアサ

に､･　ンブラージュしました。

1IL　　3品種のブレンドによるしっかりと

l

l　

した果実感と複雑な味わいに程よく

　　　　楷書がとけ込んでいます。

Y26

　1

　4

　Ｉ　グレイス甲州(750ml)

　　　　グレイスワインの代表的ワインのひと

　　　　つで早くから海外で和食との相性や風

　　甲･　土性が注目されている銘柄です。果実

,,.洲　味を重視し、フレッシュな味わいと凛

E　

とした酸味が特徴。
　．､．Ｊ

Y26

　1

　6

　　　　ハギースパーク古代甲州(750ml)

　　　　甲州種の葡萄のみを使用した本格的な

　　　　スバークリングワインです。甲州葡萄

1　

が持つ酸味がきいたスッキリした味わ

　　　　いの中にも、コクのある辛口を醸し出
|代fl　　し、和食にマッチするワインを作り上

W　げました。

Y26

　1

桔梗信玄餅(15観入)

多くの人に愛される、山梨の

代表的な銘菓です。“ふるさ

との味”をコンセプトに、

手作りの味わいにこだわって

います。

富士の国やまなし館（山梨県アンテナショッブ）

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-3-4日本橋プラザビルIF
　（東京メトロ日本橋駅B3出口徒歩2分

　JR東京駅八重州北口徒歩4分）

TEL　03-3241-3776

MAIL　info.yamanashikan@gmail.com
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