１/２ 枚

たかさご未来寄附金（ふるさと納税）寄附申出書
令和

高 砂 市 長

年

月

日

様

（寄附申出者）
フリガナ

お名前
ご住所

〒

電話番号

（

－

）

「高砂結びのWAONカード」確認事項（3ページ）に同意しますか □ 同意する

－
□ 同意しない

※どちらかに☑を付けてください。

高砂市を応援するため、次のとおり寄附を申し出ます。
記
１．寄附金額
万

,

,

,

円

２．希望される納付方法について、いずれかに R を付けてください。
□

「ゆうちょ銀行（郵便局）」からの払込みによる方法 ※手数料はかかりません。後日、納付書を送付します。

□

「指定金融機関（ゆうちょ銀行を除く）」からの払込みによる方法
※手数料はかかりません。後日、下記の金融機関で使用できる納付書を送付します。
高砂市指定・収納代理金融機関

･･･【市内】 各銀行・各信用金庫・近畿労働金庫・兵庫南農業協同組合
･･･【市外】 三井住友銀行・みなと銀行・但馬銀行・姫路信用金庫・播州信用金庫
兵庫信用金庫・但陽信用金庫・西兵庫信用金庫・日新信用金庫
兵庫南農業協同組合の本・支店

□

市が指定する「口座への振込」による方法 ※手数料は、寄付される方のご負担とさせていただきます。
後日、口座番号の案内を送付します。

□

「現金書留」による方法 ※郵送料等は、寄付される方のご負担とさせていただきます。

３．次の中から希望されるコースのいずれかに R を付けてください。

※ご指定のない場合は、「し」のコースとさせていただきます。

□

た のコース （楽しく健やかな未来へ）

健康増進、高齢者の生きがいづくりのために

□

か のコース （輝かしい未来へ）

将来を担う子供たちの福祉と教育の充実のために

□

さ のコース （栄える未来へ）

産業、商業、観光、文化の振興のために

□

ご のコース （郷〈ふるさと〉の美しい未来へ）

高砂の自然や環境の保全のために

□

し のコース （市長におまかせ 明るい未来へ）

高砂市を元気にするために

４．納付書、受領証明書、記念品を 寄附申出者の住所地以外に送付を希望される方はご記入ください。
〒

－

ご住所
上記住所地に送付を希望するもの

フリガナ
お名前
電話番号

（

）

－

□ 納付書
□ 受領証明書
□ 記念品

２/２ 枚

寄附申出者

５．５千円以上ご寄附いただいた方には、ご希望の記念品をお贈りいたします。
別紙の記念品一覧から希望される記念品の番号と個数をご記入ください。
※ 記念品の贈呈の対象者は、高砂市外在住の個人の方のみです。
※ 事業者から直接送付するため、寄附いただいた方の住所、氏名、電話番号を事業者に提供いたします。
※ 記念品と寄附証明書は別々に発送いたします。

記念品番号

個数

記念品番号

個数

記念品番号

個数

記念品番号

個数

記念品番号

個数

記念品番号

個数

記念品番号

個数

記念品番号

個数

※ご記入された番号にお間違えがないか、 よくご確認ください。

※記念品番号 030-0001 を選択された方は年齢をご記入ください。
お酒がふくまれる商品があるため、年齢確認ができない場合、ご送付できません。

歳

※和紋地下足袋（記念品番号 010-1301 ～ 010-1312 ）を選択された方は、色とサイズをお選びください。

サイズ

色
① 22.0cm(Ｓ)

② 23.0cm(Ｓ)

③ 24.0cm(Ｓ)

←下記の①～⑦の中からお選びください。

④ 25.0cm(Ｍ)

⑤ 26.0cm(Ｍ)

⑥ 27.0cm(Ｌ)

⑦ 28.0cm(Ｌ)

《倭紋地下足袋のサイズについて》
※例えば靴のサイズが２４．５の場合は、２５．０をお選びください。
※不安な方は２サイズお送りしますので、合う方を選んでいただき、不要なサイズは着払いでご返却いただきます。

※クール便で発送いたします記念品を選択された方は、下記の 《お届け希望日に関する注意事項》 を
お読みいただき、お届け希望日をご記入ください。
クール便発送いたします記念品については、別紙の記念品一覧の注意事項をご確認ください。
月

①午前中

日

②14時～16時

曜日

③16時～18時

時 到着希望 ←時間は下記の①～⑥の中からお選びください。

④18時～20時

⑤19時～21時

⑥希望なし

《お届け希望日に関する注意事項》
※お届け日時は必ずご指定ください。お申出日から1か月以上先 をお選び下さい。
※季節、天候等により、セット内容を変更させていただく場合があります。
※万が一、受け取れずに消費期限が切れてしまった場合でも、再発送は出来ませんのでご注意ください。

※下記の記念品は、お届けできない日時があります。
記念品番号

010-0401 ・ 010-0403
010-0405

お届けできない日時等

月曜日、火曜日
祝日の翌日および翌々日

午前中 ～ 18時まで

全地域共通
山形県、福島県、沖縄県（一部地域）
宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、

午前中 ～ 14時まで

８月１日～８月２５日
１１月２５日～翌年１月１３日

010-2001・020-2001・030-2001

対象地域

１２月２２日～翌１月１５日
＜全地域共通＞

010-0701
023-0701
045-0701

お届けできない時間帯

新潟県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県（一部地域）

特になし

上記以外の地域

１２月の発送についてはお届け日をご指定できません
準備でき次第発送いたします（入金確認後約１週間程度）

６．その他、何かありましたらご記入ください。
ワンストップ特例申請書送付希望の場合は、希望する旨と生年月日・性別を必ずご記入ください。

寄附申出書の提出先は別紙３ページをご確認ください。

全地域共通

1ページ

たかさご未来寄附金（ふるさと納税）記念品
高砂市では、5千円以上ご寄附いただいた方に、記念品をお贈りしています。（高砂市外在住の方が対象）
ご希望の記念品番号と個数を、寄附申出書にご記入ください。
寄附金額に応じて複数の記念品を希望していただくこともできます。
例：寄附金額４万円の場合
寄附金１万円以上の記念品の中から４つまで
または 寄附金１万円以上の記念品の中から１つ と 寄附金３万円以上の記念品の中から１つ
※記念品の内容は、パンフレット写真と変更になる場合があります。
※記念品に関する最新の詳細等については、「ふるさとチョイス 高砂市」ホームページをご覧ください。
寄附額

5千円～

記念品
番号

記念品名

注意事項

005-0601 しょうゆ饅頭 10個箱入り
005-0602 ぼっくりんと遊ぼ～ 9個箱入り
005-0603 浮石 10個箱入り
005-0604 武蔵伊織の郷 10個箱入り
005-1001 「彩通り」高砂銘菓詰め合わせ
005-1901 新鮮野菜のお届けによる見守りサービス（1ヶ月2回お届け）

４ページの注意事項をお読みください

005-2301 「こども食堂」の活動支援にご協力を！（ふるさと広告）

４ページの注意事項をお読みください

7千円～

007-2101 宝殿焼 柿の木窯 フリーカップ １個

8千円～

008-2101 宝殿焼 柿の木窯 ビアカップ １個

9千円～

009-2101 宝殿焼 柿の木窯 フリーカップ ２個ペア

1万円～

010-0101 還元型コエンザイムQ１０パウチ２袋
010-0102 カレーフレーク３袋
010-0103 犬・猫用 還元型コエンザイムQ10
010-0401 高砂ブライダルコロッケ

クール便。お届け希望日をご指定ください

010-0402 神戸牛カレー４箱セット
010-0403 神戸牛ハンバーグ６個セット

クール便。お届け希望日をご指定ください

010-0405 神戸牛ローストビーフ スライス 160ｇ

クール便。お届け希望日をご指定ください

010-0601 『幸せのまち高砂』銘菓詰め合わせ
010-0801 高砂ラムネ ３０本セット
010-1001 『彩通り』高砂銘菓詰め合わせ
010-1101 高砂産フレッシュブルーベリーのチーズケーキ

クール便。お届け希望日をご指定ください

010-1301 倭紋地下足袋 亀甲 22.0～28.0cm（色： 瀬戸内・彩）

色・サイズをお選びください

010-1302 倭紋地下足袋 花紋の波紋 22.0～28.0cm（色： 夏・黒黒・庭色）

色・サイズをお選びください

010-1303
010-1304

倭紋地下足袋 つっかけ デニムワッシャー S・M・L
（色： インディゴ・スカーレット）
倭紋地下足袋 デニムワッシャー 22.0～28.0cm
（色： インディゴ・スカーレット）

色・サイズをお選びください
色・サイズをお選びください

010-1306 倭紋地下足袋 隈取 22.0～28.0cm

サイズをお選びください

010-1307 倭紋地下足袋 刺子つっかけ S・M・L（色： 黒・紺・赤）

色・サイズをお選びください

010-1308 倭紋地下足袋 鯛 22.0～28.0cm

サイズをお選びください

010-1309 倭紋地下足袋 刺子 22.0～28.0cm（色： 黒・紺・赤）

色・サイズをお選びください

010-1310 倭紋地下足袋 京都紋付深黒（籠染め） 22.0～28.0cm

サイズをお選びください

010-1311 倭紋地下足袋 千代の鶯 22.0～28.0cm

サイズをお選びください

010-1312 倭紋地下足袋 ヘキサゴン黒黒 22.0～28.0cm

サイズをお選びください

010-1801 西洋みつばちが集めた天然百花のはちみつ 480ｇ×2本

発送は2020年6月頃となります

010-1803 日本みつばちが集めた天然百花の希少なはちみつ 280ｇ×2本

発送は2020年6月頃となります

010-1804 日本みつばちが集めた天然百花の希少なはちみつ 180ｇ×3本

発送は2020年6月頃となります

010-1901 新鮮野菜のお届けによる見守りサービス（2ヶ月4回お届け）

４ページの注意事項をお読みください

010-2001 こだわりの燻製詰め合わせ

クール便。お届け希望日をご指定ください

２ページ
寄附額

1万円～

記念品
番号

記念品名

注意事項

010-2201 「雑穀ときな粉の詰め合わせ」（6種類・計15品）
010-2202 「こだわりの和素材詰め合わせ」（10種類・計21品）
010-2203 「きな粉と和素材の詰め合わせ」（9種類・計18品）

1万1千円～

011-1701 伊右衛門 特茶 500ｍl（24本入）
011-1702 伊右衛門 特茶 ジャスミン 500ｍl（24本入）
011-1703 クラフトボス ブラック 500ｍｌ（24本入）
011-1704 クラフトボス ラテ 500ｍｌ（24本入）
011-1705 クラフトボス ブラウン 500ｍｌ（24本入）
011-1706 クラフトボス ミルクティ 500ｍｌ（24本入）

1万2千円～

012-0701 焼きあなご ２串セット

クール便。お届け希望日をご指定ください

012-2101 宝殿焼 柿の木窯 ビアカップ ２個ペア
1万4千円～

014-2101 宝殿焼 柿の木窯 茶香炉

1万5千円～

015-1801 日本みつばちが集めた天然百花の希少なはちみつ 480g×2本

発送は2020年6月頃となります

020-2001 牡蠣の燻製が入った、こだわりの燻製詰め合わせ

クール便。お届け希望日をご指定ください

023-0701 焼きあなご ４串セット

クール便。お届け希望日をご指定ください

2万円～
2万3千円～
3万円～

030-0102 還元型コエンザイムQ１０パウチ６袋＆エナジースティック１箱
030-1501 竜山石 カップ（ペア）－歓杯（かんぱい）－
030-1502 竜山石 ビアカップ（ペア）

4万5千円～

030-2001 牡蠣とローストチキンの燻製が入った、こだわりの燻製詰め合わせ

クール便。お届け希望日をご指定ください

030-0001 「龍力大吟醸『ご縁 高砂』」と「竜山石ぐい飲み（ペア）」のセット

年齢確認が必要になります

045-0701 焼きあなご７～１０串セット

クール便。お届け希望日をご指定ください

5万円～

050-0101 還元型コエンザイムQ１０パウチ１０袋
050-1501 竜山石器 花器「末広」

10万円～

100-1602 こどもたちへお肉を届けよう

４ページの注意事項をお読みください

松右衛門帆鞄
寄附額

2万5千円～

記念品
番号

記念品名

注意事項

025-1201 トートＭ（ コンフィー） 色：mikage red（赤白系）
025-1202 トートＭ（コンフィー） 色：etorofu（緑青系）
025-1203 トートＭ（コンフィー） 色：mikage brown（茶白系）

2万7千円～

027-1201 革トートＭ（コンフィービガー） 色：mikage black brown（黒茶系）

3万9千円～

039-1201 丸手横型トート（Dazzle） 色：night sea（紺系）

4万1千円～

041-1201 舟形トート（ベッセルトート PVC加工） 色：mikage red
041-1202 舟形トート（ベッセルトート PVC加工） 色：mikage brown

4万9千円～

049-1201 舟形トート（ベッセルトート） 色：mikage red
049-1202 舟形トート（ベッセルトート） 色：mikage orange
049-1203 舟形トート（ベッセルトート） 色：mikage yellow
049-1204 舟形トート（ベッセルトート） 色：mikage green
049-1205 舟形トート（ベッセルトート） 色：mikage blue
049-1206 舟形トート（ベッセルトート） 色：mikage brown

5万円～

050-1201 ショルダーバッグ（キュリアス） 色：mikage black brown（濃茶系）

5万5千円～

055-1201 ビジネスバッグ（Square） 色：mikage black brown（濃茶系）

5万8千円～

058-1201 ショルダーバッグ（ヴァン） 色：mikage black（グレイ系）
058-1202 ショルダーバッグ（ヴァン） 色：mikage black navy（紺系）
058-1203 ショルダーバッグ（ヴァン） 色：night sea（濃紺系）

6万2千円～

062-1201 ボディバッグ（レオ） 色：night sea（紺系）
062-1202 ボディバッグ（レオ） 色：mikage black green（濃緑系）

9万2千円～

092-1201 ビジネストートＬＬ（リベロ） 色：night sea（紺系）

３ページの注意事項をお読みください
数に限りがありますので申込前に
在庫状況をご確認いただくことを
お勧めします

３ページ
5千円以下
記念品不要

記念品不要、もしくは寄附金額５千円以下は
こちらをお選びください

000-0001 記念品なし

◎申出書提出先

〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 高砂市産業振興課
℡ ０７９－４４３－９０３０ Fax ０７９－４４３－０００９
メール tact2930@city.takasago.lg.jp

◎記念品に関するお問い合わせ

一般社団法人 高砂市観光交流ビューロー

℡

０７９－４４１－８０７６

「高砂結びのWAONカード」のプレゼントについて
現在、ふるさと納税に対するお礼の品以外の特典として、全国のWAON加盟店で利用できる高砂市のご当地WAON
カード「高砂結びのWAONカード」をプレゼントしております。 （全国のイオン系列の店舗でも発売中です！）
「高砂結びのWAONカード」のプレゼントをご希望の方は、下記の事項をご確認のうえ、個人情報（住所、氏名、電話
番号のみ）の利用に同意をお願いいたします。
【確認事項】
(1) 個人情報は、カードを発行（高砂にこにこポイント制度への参加登録）するために必要となっています。
他の目的に利用することはありません。
【高砂にこにこポイント制度に関する問い合わせ先】
高砂市健康文化部市民活動推進課（TEL:079-443-9006）
(2) 「高砂結びのWAONカード」は、寄附金受領証明書とは別途送付します。寄附金の入金を確認してから
お届けまでに約2週間程度お時間をいただきます。
(3) 「高砂結びのWAONカード」のプレゼントは、お一人につき１枚です。
(4) 「高砂結びのWAONカード」は数に限りがございます。先着順（寄附金の入金を確認した順）でプレゼントさせて
いただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

ワンストップ特例制度の申請を希望される方
・申出書２ページ目の項目６に申請を希望する旨と生年月日・性別をご記入ください。
・申請書は、寄附金入金後に受領証明書とあわせて郵送します。
・恐れ入りますが申請書返送にかかる郵送料等については申請者負担となります。

松衛門帆鞄について
・記念品一覧に記載がある記念品でも、申込時点で在庫がない可能性がございます。
・在庫状況によっては、記念品一覧に記載がなくてもインターネット申込では取り扱っている記念品もございます。
・鞄に関する最新の詳細等については「ふるさとチョイス 高砂市」ホームページをご覧いただくか
「高砂市観光交流ビューロー」までお問い合わせください。

４ページ

新鮮野菜のお届けによる見守りサービス について
こちらの記念品は、寄附者様に商品が届きません。 寄附者様が指定された世帯（高砂市内に限る）へ
２週間毎に、新鮮なお野菜をお届けし、お年寄りの安否や体調の変化などの確認を行います。
万が一異変があった場合、寄付者様（および状況に応じ警察、消防など関係機関）へ連絡対応をいたします。
（寄附者様と訪問世帯の関係は問わず、両親・親族などの関係以外でも幅広くご利用下さい。）
・ 1回にお届けするお野菜は約1,000円分です。（内容および量は季節や天候等により異なります。）
・ 記念品のお届け先に、訪問を希望される世帯をご記入ください。（申出書項目４）
・ 緊急連絡先と寄附者様のご連絡先が異なる場合は、備考欄にご記入ください。
・ 事前に訪問先の方の同意をお願いいたします。
・ お届けには、訪問先の方の同意が必要です。また、原則お届けは直接手渡しいたします。
・ お届け前に、訪問先のご都合を電話にてお伺いし、ご指定の日にお届けいたします。
・ 不在時の取り扱いについては、事前に個別相談させていただきます。
・ アレルギーをお持ちの方は、備考欄にご記入ください。また、訪問前のご連絡の際にお申し付けください。

こどもたちへお肉を届けよう について
【施設への食材提供にご協力ください】
・こちらの記念品は、寄附者様に商品が届きません。
・ご入金確認後、事前に高砂市が選定した福祉施設等に、㈱ワンリンク作成のお肉のカタログを送付いたします。
・お申込みされた方には、市長より感謝状をお送りいたします。
・また、施設からお礼のメッセージ等も寄附者様に送付します。

「こども食堂」の活動支援にご協力を！（ふるさと広告） について
・こちらの記念品は、以下のとおりになります。寄附者様に商品が届きません。
・①貴方を応援する広告配信サービス「ふるさと広告」
高砂市内に設置した電子看板にて、１２分毎に１回１５秒間の広告を繰り返し表示し、２週間で約８２５回
時間にして２００分表示します。貴方の伝えたい新店舗の案内やイベントの告知が行えます。ご入金確認後
運営事務局より詳細のお手紙をお送りいたします。その後電子広告のお話を進めさせていただきます。
・②こども食堂を応援
ふるさと広告への寄附の一部をこども食堂の活動費として支援します。

