
 様式第１号（第２条関係） 
平成  年  月  日 

 

たつの市長       様 

 

住  所 (所在地 ) 
 

ふ り が な  

氏  名 (団体名 )  

連絡先 

電 話 （   ） 

F A X    （   ） 

E-mail  

 

ふ る さ と 応 援 寄 附 申 込 書 

 

下記のとおり寄附したいので、申し込みます。 

１  寄 附 金 額  円 

２ 事 業 の 区 分 事業の区分ごとの寄附金額 

指 

定 

内 

訳 

寄
附
金
の
使
途
の 

 (1) 
自然を守り、だれもが安全に安心して住み続けた
くなるまちづくり事業  円 

 (2) 
子育てにやさしく、すべての市民が健やかに暮ら
せるまちづくり事業  円 

 (3) 
学都たつのの輝きと歴史・文化が薫るまちづくり
事業  円 

 (4) 
新たな地域産業の創出と観光立市を目指すにぎ
わいのまちづくり事業  円 

 (5) 
市民や地域と協働し、地域力あふれるまちづくり
事業  円 

 (6) 
市長に一任する 
《寄附金の使途を指定しない》  円 

３  納 入 の 方 法  納入通知書払 

 郵便払込（指定の払込取扱票） 

 窓口（現金）払 
  
  １ 「１ 寄附金額」欄にご寄附いただく金額をご記入ください。 
  ２ 寄附金の使途を指定される場合は、「２ 寄附金の使途の指定内訳」欄の「事業の区分」の該

当する項目の前に○印を付け、それぞれの「寄附金額」をご記入ください。 
  ３ 納入の方法について、該当する項目の前に○印を付けてください。 
 

  寄附金の公表について、お伺いいたします。 

氏名、住所(市区町村名)及び寄附金額について、市ホームページでの公表を考えております。 
公表について、同意していただけるいずれかの事項の前に○印を付けてください。 

  
全ての項目を公表 

 
匿名で公表    

   
 

  何かメッセージがあれば、ご自由にご記入ください。 

 

  ※ お寄せいただいたメッセージは、公表させていただく場合があります。 
  ※ メッセージ欄で寄附の具体的な活用先を指定することはできませんので、ご了承ください。 

 

 

〒 

税控除の証明書となる「たつの市ふるさと応援

寄附金受納書」の発行のため、必ず、寄附者本

人（団体）の「住所（所在地）」及び「氏名（団

体名）」を正確に記入してください。 

 

都道府県名から記入してく

ださい。 

必ず記入してください。 

2 つ以上の事業を選択していただい

ても構いません。 

「納入通知書払い」の前に「○」を付けられた場

合は、以下の金融機関からご送金ください。 

三井住友銀行 

みなと銀行 

トマト銀行 

姫路信用金庫 

播州信用金庫 

兵庫信用金庫 

西兵庫信用金庫 

兵庫県信用組合 

兵庫西農業協同組合 

なぎさ信用漁業協同組合連合会 

兵庫県医療信用組合 

 



◎たつの市では、一定額のご寄附をいただいた方に、たつの市の特産品を進呈しております。下記の１～

４の該当する項目に○印を付けて下さい。（特産品については、別紙の「たつのふるさと感謝便」特産品

カタログをご参照下さい） 

１．ご出身 

 たつの市  たつの市外（兵庫県内）  兵庫県外 

 

２．年代 

 10代  20代  30代  40代  50代  60代以上 

 

３．申し込みのきっかけ 

 たつの市ホームページ  本・雑誌(名称：          )  テレビ 

 友人・知人  ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｲﾄ(ふるさとチョイス等)  その他（          ） 

 

４．たつの市からのイベント情報・ふるさと納税に関するメールの配信 

 希望する  希望しない 

 

５．たつのふるさと感謝便（特産品） 

寄附金額に応じて、お礼の品をお選びください。 

５０万円以上 ・・・ Ａコース 

３０万円以上～５０万円未満 ・・・ Ｂコース 

２０万円以上～３０万円未満 ・・・ Ｃコース 

１０万円以上～２０万円未満 ・・・ Ｄコース 

５万円以上～１０万円未満 ・・・ E コース 

３万円以上～５万円未満 ・・・ F コース 

１万５千円以上～３万円未満 ・・・ G コース 

１万円以上～１万５千円未満 ・・・ H コース 

 

☆印の特産品をお選びの方は、受取希望日のご指定をお願いします。 

 

 

＜Aコース：寄附金額500,000円以上の方＞ 

 A-1☆ 特選黒毛和牛ロース オーダーカッ

ト（7キロ） 

カット方法を「すき焼き」・「焼肉」・「ステーキ」・「し

ゃぶしゃぶ」・「ノーカット（筋引き済塊）」からお選び

ください。  カット方法：（           ） 

 A-2 Tao baroque×Portierra Leather

（鹿革ハンドメイドバッグ） 

カラーを黒、紺、茶、グレーからお選びください。 

カラー：（           ） 

 A-3 靴職人が作る オーダー紳士靴  A-4 靴職人が作る オーダー婦人靴 

 A-5☆ 「夢そだち卵180個、玉子かけご飯

専用醤油3本、味付ゆで玉子マジック

パール60個」×12か月定期 

 

  

      

受取希望：  年  月  日 (  )  午前  午後 ⇒納入確認後の発送となります。 

☆印の特産品をお選びの方は、受取希望

日のご指定をお願いします。 

 

（受取希望日の記入欄については、下記

の欄にご記入ください。） 



＜Bコース：寄附金額300,000円以上500,000円未満の方＞ 

 B-1☆ 特選黒毛和牛ロース オーダーカッ

ト（4キロ） 

カット方法を「すき焼き」・「焼肉」・「ステーキ」・「し

ゃぶしゃぶ」・「ノーカット（筋引き済塊）」からお選び

ください。  カット方法：（           ） 

 B-2 Tao baroque×Portierra Leather

（鹿革ハンドメイドウォレット） 

カラーを黒、紺、茶、グレーからお選びください。 

カラー：（           ） 

 B-3☆ 「夢そだち卵180個と玉子かけご飯

専用醤油２本」×12か月定期 
 

 

 

＜Cコース：寄附金額200,000円以上300,000円未満の方＞ 

 C-1☆ 特選黒毛和牛ロースステーキ（200g

×10枚） 
 

C-2 福々布袋圖（堂野夢酔／肉筆額） 

 C-3☆ 夢そだち卵120個×12か月定期    

 

＜Dコース：寄附金額100,000円以上200,000円未満の方＞ 

 D-1☆ 特選黒毛和牛ロース オーダーカッ

ト（1.4キロ） 

 

カット方法を「すき焼き」・「焼肉」・「ステーキ」・「し

ゃぶしゃぶ」からお選びください。 

カット方法：（           ） 

 D-2 たつの市国民宿舎1泊2食付きペアご

宿泊券（お土産付き） 

 
D-3☆ 夢そだち卵60個×12ヶ月定期 

 D-4 瀬戸内焼穴子詰め合わせ定期便 

（６回コース） 

 
  

 D-5 Tao baroque×Portierra Leather

（鹿革ハンドメイドカードケース） 

カラーを黒、紺、茶、グレーからお選びください。 

カラー：（           ） 

 

 

＜Eコース：寄附金額50,000円以上100,000円未満の方＞ 

 E-1 手延そうめん揖保乃糸ひね特級 

（1８０束） 

 
  

 E-2☆ 特選黒毛和牛ロース（700g） 

 

カット方法を「すき焼き」・「焼肉」・「ステーキ」・「し

ゃぶしゃぶ」からお選びください。 

カット方法：（           ） 

 E-3☆ 特選黒毛和牛赤身肉（1.4キロ） カット方法を「すき焼き」・「焼肉」・「ステーキ」・「し

ゃぶしゃぶ」からお選びください。 

カット方法：（           ） 

 E-4 SUWARU（くるみ）・ふんわり円座

（茶藍）セット 

 
E-5 瀬戸内焼穴子詰め合わせ定期便 

（３回コース） 

 E-6 「古事記絵巻」紙芝居 「八俣遠呂智」

の巻 

 
  

 E-7 紳士用長財布 カラーを黒、チョコ、茶からお選びください。 

カラー：（           ） 



 E-8 婦人用鞄（ミニトート２way） カラーを黒、白、グレー、ピンクベージュからお選び

ください。      カラー：（          ） 

 E-9☆ 夢そだち卵90個×4か月定期（初回

納品時のみ玉子かけご飯専用醤油3

本付き） 

 

E-10☆ 夢そだち卵20個×12か月定期 

 

＜Fコース：寄附金額30,000円以上50,000円未満の方＞ 

 F-1 矢木醤油たつの醤油セット  F-2 たつの醤油セット（カネヰ醤油(株)） 

 F-３ 手延そうめん揖保乃糸ひね特級 

（80束） 

   

 F-４☆ 特選黒毛和牛赤身肉（800g） カット方法を「すき焼き」・「焼肉」・「ステーキ」・「し

ゃぶしゃぶ」からお選びください。 

カット方法：（          ） 

 F-５ たつの市国民宿舎ペアお食事券 

（お土産付き） 

 F-６ 「兵庫推奨ブランド」ヒノヒカリ 

※30キロ（白米）、もしくは30キロ

（玄米） 

 F-７ CuCuスリム 2個組 

 

カラーを「エンジ・モカ」「藍・モカ」「こげ茶・モカ」

「黒・モカ」からお選びください。 

カラー：（        ） 

 F-８ 合鴨農法かもかも米 玄米（13.5キ

ロ）※4.5キロ×3袋 

 F-９☆ 夢そだち卵4個セット×24パック、

卵かけ醤油6本セット 

 F-10☆ 夢そだち卵60個×4か月定期（初回

納品時のみ玉子かけご飯専用醤油付

き） 

 F-11☆ 神戸牛ハンバーグ&但馬牛ロースト

ビーフ等の詰合せセット 

 F-12☆ A5ランク使用 絶品ローストビーフ 

6人前（300g×2本） 

 F-13☆ 神戸牛ローストビーフセット 

 F-14☆ 瀬戸内産焼穴子（約700g）    

 F-15 赤とんぼくんストラップ付 さをり

織り製品     

Aコース、Bコースのいずれかをお選びください。 

コース：（     ） 

 F-16 ファイン健康食品セット  F-17 たつの ふるさと米（ヒノヒカリ・

15kg） 

 F-18 座笑布袋圖（堂野夢酔／複製色紙額）  F-19 「古事記絵巻」紙芝居 「天の石屋

戸」の巻 

 F-20 兵庫県たつの市産ヒノヒカリ 

※30キロ（玄米）、もしくは27キロ

（白米） 

 F-21 手延ひやむぎ「揖保乃糸」9kg 

 F-22 手延中華麺「揖保乃糸」7.2kg  F-23 いかなご釘煮90g×10袋 

 

 

＜Gコース：寄附金額15,000円以上30,000円未満の方＞ 

 G-１ たつの醤油セット（日本丸天醤油

(株)） 

 G-2 矢木醤油たつの醤油セット 



 G-3 たつの醤油セット（カネヰ醤油(株)）  G-4 末廣醤油ふるさとセット 

 G-5 手延そうめん揖保乃糸ひね特級 

（30束） 

 G-6 手延そうめん揖保乃糸ひねDS上級

（40束） 

 G-7☆ 揖保川トマト（4キロ） 

発送:２月～6月 

 G-8 特別栽培米ヒノヒカリ ※10キロ

（白米）、もしくは10キロ（玄米） 

 G-9 トライアングルサポート 60 黒       

 G-10 ネクウェスト・レグぽか ミニセット カラーを「ピンク（ネクウェスト）・エンジ（レグぽか）」

「紺・藍」「茶・こげ茶」「茶・モカ」「黒・黒」から

お選びください。 

カラー：（         ） 

 G-11 CuCuファーニ 

 

カラーをフラワー赤、フラワー青、シャンブレー茶、

シャンブレー黒からお選びください。 

カラー：（      ） 

 G-12 フライボード体験プラン  G-13 たつの赤とんぼ米（コシヒカリ・白

米6.3キロ） 

 G-14 たつの赤とんぼクラブ季節の農産物

詰め合わせ 

 G-15 牡蠣の醤油煮と牡蠣のアヒージョ

の詰め合わせ 

 G-16☆ 夢そだち特選セット「風」  G-17☆ 夢そだち卵60個と玉子かけご飯専

用醤油2本セット 

 G-18☆ 国産牛和風テールスープ&国産ロー

ストビーフ詰合せ 

 G-19☆ A5ランク使用 絶品ローストビー

フ 3人前（300g） 

 G-20☆ TAJIMA謹製ローストビーフセット  G-21 スーパーフードセット（チアシー

ド・はとむぎ美人粉・アサイー＆マ

キベリー） 

 G-22 ロハスープセット（玄米・野菜・し

じみ） 

 G-23☆ 焼あなご（5本入り） 

 G-24 赤とんぼくんストラップ付 さをり

織り製品 

Aコース、Bコースのいずれかをお選びください。 

コース：（    ） 

 G-25 お墓のお掃除・献花サービス  G-26 たつの ふるさと米（ヒノヒカリ・

10kg） 

 G-27 味噌 生糀セット 

※8月は配送できません。 

 G-28 兵庫県たつの市産ヒノヒカリ 

※15キロ（玄米）、もしくは13キ

ロ（白米） 

 G-29 手延素麺「揖保乃糸」三種詰合せ重

箱 

 G-30 揖保乃糸バラエティ14点セット 

 G-31☆ 子持ち鮎のあめ煮 5尾入り  G-32 いかなご釘煮70g×6袋 

 

 

＜Hコース：寄附金額10,000円以上15,000円未満の方＞ 

 H-１ たつの醤油セット（ﾔﾏｲ醤油（株））  H-2 ブンセンおすすめセット 

 H-3 矢木醤油たつの醤油セット  H-4 たつの醤油セット（カネヰ醤油(株)） 

 H-5 紫・本造り詰合せ  H-6 龍野の里＆特上うどんスープのれ

ん味 



 H-7 手延そうめん揖保乃糸ひね特級 

（17束） 

 H-8 手延そうめん揖保乃糸ひねDS上

級・めんつゆ詰合せ 

 H-9 手延うどん揖保乃糸宝播うどん  H-10☆ 揖保川トマト ※2キロ 

発送:２月～6月 

 H-11☆ 室津産殻付き牡蠣 ※殻付き2.8キロ 

発送:１２月～２月 

 H-12☆ 室津産殻付き牡蠣＆むき身 ※殻付

き1.5キロ、むき身500グラム×1 

発送:１２月～２月 

 H-13☆ 室津産牡蠣（むき身） ※1キロ  

発送:１２月～２月 

 H-14☆ 室津産養殖あさり ※1.4キロ 

発送:３月中旬～4月中旬 

 H-15 「兵庫推奨ブランド」ヒノヒカリ 

※10キロ（白米）、もしくは10キロ

（玄米） 

 H-16 イトメンのチャンポンめんとカッ

プ麺の詰合せ 

 H-17 播州手延そうめん むらさきの舞    

 

 H-18 CuCuスタンダード カラーをグリーン、ピンク、オレンジ、黄、こげ茶、

エンジ、藍、黒、ライトブルーからお選びください。 

カラー：（     ） 

 H-19 わざまるくん 

 

カラーを「あさつなぎ くれない」「あさつなぎ わか

くさ」からお選びください。 

カラー：（     ） 

 H-20 新鮮野菜の詰め合わせ 

※発送予定時期： 1月中下旬 

 H-21 にんじん100％ジュース 

※発送時期：8月～1月 

 H-22 無農薬栽培ミルキークイーン玄米 

※5キロ受取希望日はご指定いただ

けません。順次発送いたします。 

 H-23 無農薬栽培 夢ごこち ※5キロ（玄

米）受取希望日はご指定いただけま

せん。順次発送いたします。 

 H-24 「今昔庵」手作り飴詰合せ 

（14種類） 

 H-25 たつの赤とんぼ米（コシヒカリ・白

米4.2キロ） 

 H-26☆ 新鮮とうもろこし 

※配送予定時期：7月中下旬 

 H-27 かきの水煮缶と甘辛煮  

※発送時期：11月～5月 

 H-28 はりまのとうふ詰め合わせ  H-29 紫園手づくり アーモンドバター 

 H-30 合鴨農法かもかも米 4.5キロ（玄

米）もしくは4キロ（白米） 

 H-31☆ 放し飼い合鴨肉 1羽分 

※発送時期：12月～1月 

 H-32 農家のおまかせパン・ジャムセット 

※発送時期：11月～3月 

 H-33 右田農園季節の手づくり加工品詰

合せ 

 H-34 牡蠣の水煮と牡蠣しょうゆ詰め合わ

せ 

 H-35 牡蠣の水煮と牡蠣の沖煮詰め合わ

せ 

 H-36☆ お肉屋謹製 国産ローストポーク、

播州名物ひねぽんの詰合せ 

 H-37☆ 肉の山喜 謹製 自家製つるし焼

き豚（800g） 

 H-38☆ TAJIMA謹製ローストポークセット  H-39☆ 焼あなご（3本入り） 

 H-40☆ 瀬戸内産焼穴子（約250g）    

      

      

☆印のある特産品を選択の場合 

受取希望日時の指定をご記入ください。 

【発送時期】 

・H-10、G-7 揖保川トマト：2 月～6 月 

・H-11～13 室津産牡蠣：12 月～2 月 

・H-14 室津産あさり：3 月中旬～4 月中旬※数量限定 

・H-20 新鮮野菜の詰め合わせ：1 月中下旬 

・H-21 にんじん 100％ジュース：8 月～1 月※数量限定 

・H-26 新鮮とうもろこし：7 月中下旬 

・H-27 かきの水煮缶と甘辛煮：11 月～5 月 

・H-31 放し飼い合鴨肉：12 月～1 月 

・H-32 農家のおまかせパン・ジャムセット：11 月～3 月 

・G-28 味噌 生糀セット：8 月発送不可 

・その他：通年 

 



      

 H-41 赤とんぼくんストラップ付 さをり

織り製品 

Aコース、Bコース、Cコース、Dコースのいずれかを

お選びください。 

コース：（    ） 

 H-42 童謡「赤とんぼ」ゆかりの桑茶と手

づくりお菓子の詰合せ 

 H-43 「播州龍野鳥瞰図」クリアファイル

10枚 

 H-44 龍野にんにく 健康セット  H-45 龍野 黒にんにく 

 H-46 兵庫県たつの市産ヒノヒカリ 

※10キロ（玄米）、もしくは9キロ（白

米） 

 H-47 空き家管理代行サービス 

 H-48☆ 夢そだち卵60個  H-49 手延素麺「揖保乃糸」播州小麦 

 H-50 手延パスタ「揖保乃糸」バジルソー

スセット 

 H-51 手延素麺「揖保乃糸」新物上級 

 H-52 播磨新宮銘菓 揖保乃鮎  H-53 播磨新宮銘菓 鮎のすがた焼き 

 H-54 居酒屋きぶん。珍味・佃煮5点セット  H-55☆ 鮎のあめ煮 5尾入り 

 H-56 いかなご釘煮90g×3袋  H-57  

 

hanauta うたうミストの香り 

12ロールダブル×８パック 

 H-58 hanauta うたうさくらの香り 

12ロールダブル×８パック 

 H-59 ひつじのショーン 

12ロールダブル×８パック 

 

 

 

５．ふるさと納税ワンストップ特例制度 

確定申告を行わない給与所得のみの方などがふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区

町村に対する寄附控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度と

して、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。 

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用をご希望の方には、市から必要書類を送付いたしますの

で、以下に「○印」を記入してください。 

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する  

 

 

申込先 

〒６７９－４１９２ 

兵庫県たつの市龍野町富永１００５－１ 

たつの市企画財政部企画課 Fax：0791-63-2594 

 E-mail：kikaku@city.tatsuno.lg.jp 

 

 


