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■神戸市役所　行財政局主税部税制課　〒650-8570　神戸市中央区加納町 6-5-1　TEL：078-322-5149　FAX：078-322-6029
 

①「寄附申込書」を、神戸市行財政局主税部税制課への連絡や、ホームページより入手してください。
②必要事項（寄附金額・希望特典等）を記入のうえ、以下のいずれかの方法で神戸市行財政局主税部税制課に提出
　してください。（インターネットからの電子申請も可能です。）
●ふるさとKOBE寄附金ホームページ：http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/furusato.html
●電子申請／ふるさとKOBE寄附金ホームページ中部「寄附のお申込み」の「「寄附申込書」ダウンロード」の項目「ふるさと
　KOBE寄附金のお申込み（外部リンク）」より
●電話番号／078-322-5149
●E-mail／furusato_kobe_kifu@office.city.kobe.lg.jp（「寄附申込書」のファイルを添付して送信してください）
●郵送／〒650-8570（住所不要）神戸市行財政局主税部税制課あて
●FAX／078-322-6029 神戸市行財政局主税部税制課あて
●持参／神戸市役所１号館１９階 神戸市行財政局主税部税制課へ

1.「寄附申込書」の提出

●納付書による納入／神戸市行財政局主税部税制課にて「寄附申込書」を確認後、納付書を送付いたします。お近くの金融
　機関で寄附金を納入してください。
●クレジットカードによる納入／神戸市行財政局主税部税制課にて「寄附申込書」を確認後、クレジットカードでの決済に
　必要な支払番号を案内いたします。

2. 寄附金のお支払い

寄附の申し込みについて

●納入が終われば、寄附手続きは完了です。後日、以下の書類・特典（一定額以上の寄附をしていただいた方）が届きます
　ので、それぞれお受け取りいただきますようよろしくお願いいたします。
　（１）神戸市より、「寄附受納書」（確定申告される場合）および申請の際にお選びいただいた特典を送付いたします。「寄附
　　 受納書」は、所得税と個人住民税における税法上の優遇措置を受けるときに必要ですので、確定申告まで大切に保管
　　 してください。
　（２）事業者から、申請の際にお選びいただいた神戸セレクション認定企業商品を送付いたします。
　（１）～（２）はそれぞれ別々に届きますので、ご注意ください。

3. 寄附手続きの完了

●寄附金のうち、原則2,000円を超える部分の金額が税額控除の対象となります。
　（所得に応じて上限があります。）

4. 税法上の優遇措置について

【控除イメージ（※1）】
寄付金額 40,000円

控除額 38,000円

適用
下限額

2,000円

【所得税】
所得控除による軽減（※3）（※4）

（40,000円－2,000円）
×20％（※2）=7,600円

【個人住民税】
基本控除（※3）

（40,000円－2,000円）
×10％=3,800円

【個人住民税】
特例控除

(40,000円－2,000円）×（100％－10％－20％（※2））
=26,600円

所得割額の
2割を限度

※１　年収700万円の給与所得者（夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20％）が、地方団体に対し4万円の寄附をした場合のもの。
※２　所得税の限界税率であり、年収により0～40％の間で変動する。なお、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とする。
※３　対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額の40％、個人住民税（基本分）は総所得金額の30％が限度。
※４　確定申告しない場合は、同額が個人住民税からの控除となる。

●詳しくはホームページをご覧ください ふるさとKOBE 寄附金

選べる特典付き
神戸セレクション

神戸セレクション認定企業商品の
詳しい内容は裏面をご覧ください

神戸市では、一定額以上のご寄附をしていただいた方に、下記の特典を進呈しています！

10,000円～

寄附金額

20,000円～

50,000円～

100,000円～

寄附金額が１万円以上
（101 ～ 106）の中から１品お送りします。
　※101 については神戸セレクション認定企業商品ではありません。

寄附金額が 2万円以上
（201 ～ 217）の中から１品お送りします。

寄附金額が 5万円以上
（501 ～ 512）の中から１品お送りします。

寄附金額が 10万円以上
（1001 ～ 1006）の中から１品お送りします。

特典内容　　 神戸セレクション認定企業商品を進呈

※特典の内容について、場合によっては変更となることがございます。あらかじめご了承ください。

1万円以上の寄附
101 施設入場券１種２枚

もしくは伊藤ハム料理本
施設入場券１種２枚
●Ａ：須磨海浜水族園
●Ｂ：表六甲周遊乗車券
　　　　(六甲ケーブル往復
　　　　　　＋六甲山上バス)と
　　　　六甲山上各施設割引券
　　　　セットのいずれか

伊藤ハム 料理本
●Ｃ：ウインナーの
　　　　かざりぎりBOOK
   ※画像は伊藤ハム料理本
     「ウインナーのかざりぎりBOOK」です。

102 一粒万倍グラノーラセレクション
　オーツ麦をはじめ世界各国から
厳選した素材に、ヘルシーなオリー
ブオイルや風味豊かなメープルシ
ロップなどを加えて一粒ひとつぶ
厨房で焼き上げたホームメイドグ
ラノーラ。定番シリーズの中から
2 種類、
●Lサイズ10食分（400g）
●Mサイズ５食分（220g）の　
　詰め合わせです。

一粒万倍グラノーラ

　神戸市内で農薬化学肥料を使わ
ずに育てられたフレッシュパクチー
がフレンチシェフ監修のもと 2 色
のソースになりました。クリーミー
なサウザンソースとスパイシーな
サルサソースは料理を選ばずお使
い頂けます。

Deliceterre

　神戸をプリザーブドフラワーで
イメージしました。記憶が蘇る懐か
しい香りのフラワー BOX。部屋に
飾り想い出を辿る旅へ！縦にも横に
も置けます。ギフトにもぴったり！
①街②山③海④夜景の 4色から
1つを選べます。

シアワセコトハARNE
有限会社花萌

　特選の神戸牛と淡路島たまねぎ
をワインでじっくり煮込んだビーフ
シチュー。神戸の味を手軽に味わ
うことができます。調理直後に
真空パック、急速冷凍を施してあり
ますので湯煎するだけでお召し
上がりいただけます。

スープ&カレー　Emmy’s

　神戸セレクション８年連続
認定！１日１万枚売れるラスク！
神戸ハーバーの波と帆船をモ
チーフにした～波の魔法箱～
に入った人気の
●〈プレーン〉
●〈アールグレイ〉
●〈キャラメリゼラスク〉の
　３商品セット

あなたを幸せにする甘い魔法～神戸モリーママ

New

103 芳醇ワイン香る
神戸牛すじビーフシチュー　５食分

104 神戸パクチーの２色の香味ソース New

105

106 New

New Newラスク神戸セレクションセット

想い出ギフト
KOBE PALETTEシリーズ（S size）

ふるさとKOBEふふふるるるるるるるるるるるるるるささととKKKK2O15

寄附金のご案内
ふるさとKOBE寄附金は、ふるさと神戸を思い、

これからの神戸を応援したいという気持ちを、寄附を通じて実現する
「ふるさと納税」制度です。

いただいた寄附金は、地球温暖化防止への取り組みや、ごみの更なる減量化、
美しいまちの実現といった神戸市のさまざまな事業に

活用させていただきます。



10万円以上の寄附
1001

5万円以上の寄附
501

502

2万円以上の寄附
201

202

203
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504
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208
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508
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211
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510
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214
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1006

511

●生チョコレート×5個（各70ml）
　　ブラックジンジャー / ホワイトレモン /
　　ビターチョコ / スイートナッツ / 
　　しろいちご

●ミルクジャム×3個（各70ml）
　　ロイヤルミルクティ / 
　　カフェオレ / ほうじ茶ラテ 

●フルーツジャム×4個（各70ml）
　　グレープフルーツ / サルナシ /
　　パイン / ネーブルオレンジ 

512

216

217神戸ビーフカルビ焼肉
400ｇ（200ｇ×2）

スタイルキッチン

New生チョコレート＆ジャム詰め合わせ

最高級の神戸牛をじっくり
熟成させました！

●神戸牛
　・やわらか赤身もも
　　〈すき焼き用４００ｇ〉

神戸北野　旭屋精肉店

神戸牛・やわらか赤身もも
●神戸とろりんプリン
　　（５種６個）
●シュー・フォルマッジーノ
　　（５個入）
●純生ロール＆
　　チョコロール！
　　（各１本）

●嘉宝蔵 極上
　　720ml×1本 ( 特別本醸造酒 )
●生酛大吟醸
　　720ml×1本 ( 大吟醸酒 )
●嘉宝蔵 灘の生一本 
　　720ml×1本 ( 純米酒 )
●美人酒風呂　5種×各1包

●神戸六甲山
　 遊菓里ばうむ（小）
　 他、焼菓子１８個入り

●ショコラダムール
●ショコラダムール抹茶
　（各１本入り）

●神戸っこ餃子
　　（２０個入り）×４袋
●秘伝の味噌ダレ
　　（１００ｇ）

ハンドメイド

大人気♪神戸とろりんアソートセット！

　神戸元町の STUDIO KIICHI
（スタジオキイチ）が手がける
ブランド“Kiichi”。
薄マチでかさばらないコインケース、
手に持ちやすいデザインがポイント
です。
サイズ W9,0×H8,5×D1,0ｃｍ

STUDIO KIICHI
(スタジオ キイチ)

Newコインケース（SC101）グレー
　バラには「かたばら」と「ともばら」
があり、胸部から腹部にかけてのお
肉を指します。バラは、脂身も多く、
肉質は柔らかく、濃厚な風味と旨味
を持っています。「神戸ビーフ」で食
べる焼肉は心豊かな気分になるこ
と間違いなしです。

帝神畜産株式会社
黒と白や

New

元祖「ぎょうざ苑」
（神戸餃子専門店）

神戸っこ餃子セット1.5kg入り

　アロマオイルをアクセサリーの中
に入れることにより、いつでも香り
を楽しむことができます。香を身に
つけることで、ホルモンや精神面に
働きかけがあり、より楽しく毎日を
送るためのサポートをしてくれる、
画期的なアクセサリーです。
・チェーン材質：ステンレス
・長さ：45cm
・トップ瑠璃ガラス：12mm

アロマアクセサリー　
ハンフェ株式会社

Newアロマアクセサリー
　地元企業の剣菱酒蔵・ファクト
リーシンの協力を得て誕生した
●日本酒のパウンドケーキ
　２種類（くりとけし）。
　日本酒ならではのコクやふくよか
　さ、神戸ならではの伝統の味を
　珈琲と共にお楽しみ下さい。
●挽き豆（１８０ｇ）
●ドリップコーヒー
　（１０袋×２セット）

神戸ふれあい工房

New「Japanese SAKE cake」
珈琲セット

　丹波杜氏伝承の「生酛 ( きもと )
造り」のお酒と、手軽に日本酒風呂
が楽しめる液体入浴材。

菊正宗酒造株式会社

New

New

New New

生酛造りのお酒と入浴料のセット

　厳選されたカベルネ・ソーヴィニ
ヨンのみを、フランス産オーク樽と
瓶で２年以上熟成し、芳醇なコクの
ある赤ワインに仕上げた最高級ワ
インです。

※消費期限は発送日を含み
　4日間です。

神戸ワイン
●はちみつフルーツグラノーラ  
　たっぷりはちみつ入りのフル
　ーツグラノーラ
●濃厚ミルクベリーベリー3種
　類のベリーが入ったミルクグ
　ラノーラ
●7種のナッツのメープルグラ
　ノーラナッツたっぷり米粉の
　グラノーラ

神戸グラノラ専門店
グラノラジャーニー

神戸グラノーラ食べ比べ３点セット

patissier
Nishikawa Kenji

ゴンチャロフベストセレクション

菓樹工房　ユーカリプティース

一般財団法人
神戸みのりの公社

ゴンチャロフ製菓株式会社

神戸遊菓里創菓選【ばうむ入り】焼菓子詰合せ
　本物のバラの花びらを特殊な樹
脂で丁寧に仕上げたアクセサリー
です。

自然素材を使用している為、形や大
きさが異なる場合がございます。

株式会社フランシカ　
グルニィエ /ＥＸＰＲＩＭＥＲ
（エクスプリメ）

つくしや
神戸・板宿菓匠
明月庵本舗

神戸くりーむ大福「ら・かすた」
「ら・かすた神戸もなか」詰め合わせ

ローズペタルネックレス
＆ローズペタルイヤリング（ＢＯＸ付き）

パティシエニシカワケンジ
神戸セレクション６＆７認定商品セット

　 神戸元町の STUDIO KIICHI（ス
タジオキイチ）が手がけるブランド
“Kiichi”の長財布。L字ファスナーで
開閉がしやすく、薄マチなのでスリ
ムにご使用頂けます。内側はカード
10枚、ポケット3室、外側ファスナー
ポケット1室。

STUDIO KIICHI
(スタジオ　キイチ)

New長財布（BW113）ライトブラウン
　老舗餃子専門店の究極の餃子で
す。贅沢の限りを尽くし「ＫＯＢＥビー
フ」を１００％餡に使用した餃子は世
界で唯一の至高の一品です。
神戸牛の旨味とコクそしてジュー
シーさは…もはや餃子というジャン
ルを超えています。

元祖「ぎょうざ苑」
（神戸餃子専門店）

New

　菊正宗の真髄が味わえる辛口のお
酒と、酒蔵の食品と入浴料のセット。

菊正宗酒造株式会社

New酒蔵の逸品満喫セット

神戸ビーフのモモ肉を使い、美味し
さを逃さず真空調理することで肉
の旨みと甘みを凝縮したロースト
ビーフと、赤身肉本来の旨みと風味
を味わっていただける神戸ビーフモ
モ焼肉をセットでお届けします。

帝神畜産株式会社　黒と白や

New神戸ビーフ　ローストビーフ＆焼肉セット
　初心者の方にもオススメの
万年筆です。

ナガサワ文具センター

NAGASAWAプロフィット万年筆

つくしや

New New

New New

　人気のコットンパールと天然石
アクアマリンを合わせた爽やかな
雰囲気が魅力の 10 金チェーンネッ
クレスです。

※アニバーサリー BEAR’S 365は
ボディー（月）と帽子（日付）の組み合わせ
をお選び頂けます。
※オルゴールの曲目は六甲オルゴール
ミュージアムで最も人気のある3 曲を
組み込んでお作りします。

無添加石鹸本舗 六甲山観光株式会社　六甲オルゴールミュージアム

RAVIMANA KOBEラヴィマーナ神戸

株式会社フランシカ　
グルニィエ /ＥＸＰＲＩＭＥＲ
　　　　　（エクスプリメ）

　1 本の長い本革の細身のレザーを
クロスさせ、中央には鏡面のシル
バーカラーが美しいスクエア型の
キュービックジルコニアをワンポイ
ントとしてセットしました。
①男性用と②女性用の 2種類があり
ます。いずれかをお選びください。

シルバーアクセサリー
DAgDART／ダグダート

レザーブレス
　兵庫県内の豊かな風土に育まれ
た但馬牛を素牛として、高度な肥育
技術を駆使してつくりだされた「神
戸牛」。その中でも最高の霜降りが
まぶしいほどの、口の中でとろける
「ロース」をご用意致しました。この
「口どけ」の美味しさを是非ご堪能く
ださい。

有限会社　辰屋

　厳選された兵庫県播州レザー
（牛本革）を贅沢に使用。
ファスナーも欧州有名ブランドと
同じ最高級のものを採用した、
こだわりの長財布を①白②茶③黒
の３色からお選び頂けます。

CHOCOLATAN
（ショコラタン）

New

　じっくり飼いこんだ本物だけが
持つ、最高の味わいととろける触感
を是非お試しください！

神戸北野　旭屋精肉店

New神戸牛　すき焼セット（松）
　スケートボードをモチーフにし
たユニークなデザイン。
　転がりも軽く静粛性に優れた
小型キャリーバッグ。
①ネイビー・オリーブ
②ブラック・ターコイズ
③ブラック・メープル
④ブラック・レッドからお選び
　ください。

サイズ (cm)：ハンドル格納時・高約 54・幅約 24・奥約 28

wheel of life

New New Newdeck carrier
　「すき焼き」の発祥当時で考えら
れる、最高の

の豪華セットです。霜降りがまぶし
い、口の中でとろける神戸牛を「鋤
焼」でお楽しみ下さい。

神戸元町辰屋

神戸牛 鋤焼＜豊潤＞
　頒布生地の折柄を活かしビニー
ルコーティングした材料は、摩耗、
水濡れ、汚れ等に非常に強い。
　付属革に牛革を使用し、内装は
着脱可能な吊りポケット付き。
　ハンドルの長さも手持ちと肩
掛けに調節可能な２WAYタイプ。
①青 ②ピンク③カーキ④グレー
の４色からお選びください。

TIP ZONE

New

　フォーマールなシーンにもオスス
メな、立体的にデザインされた

と、魔除けのお守りとしても有名な
ホースシュー（蹄鉄・馬蹄）をモチー
フにした

スーツアイテムのセットです。

シルバーアクセサリー
DAgDART／ダグダート

スーツセット

神戸セレクション   認定企業商品一覧

●カベルネ・ソーヴィニヨン
　　赤（フルボディ）１本

　創業９０余年のゴンチャロフより、
ロングセラーのコルベイユをはじ
め、人気のお菓子をお届けします。

●コルベイユ（３２本）
●マロングラッセ（６個）
●プロミネントアソート（２５個）

●森のフレームオルゴール（写真左）
●12角形透明ケース
　 雪の結晶デザイン（写真中）
●アニバーサリーBEAR’S 365（写真右）

　アフタヌーンティーにお茶と
焼き菓子のセットでごゆっくり
おくつろぎ下さい。

●瑠璃茶（112g）
●バスク・オー・マロン（１個）
●ガトー・ラヴィアンローズ（１本）
●ガトー・カネルノア（１本）
●ガトー・テ・ベール（１本）

神戸素麺 灘乃糸2kgと
丹波篠山産こしひかり2kgのセット

神戸素麺 灘乃糸3kg
丹波篠山産こしひかり10kgのセット

コットンパールと
アクアマリン10金ネックレス（BOX付き）

神戸オルゴール18N
おすすめ3点セット

神戸牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用
霜降りロース500ｇ

TIP ZONE ショッピングバッグ
(JPV-1420)

５点詰め合わせ
（オリジナルブレンドティー＆焼き菓子４種）

神戸の石鹸職人のおすすめ
無添加彩りセット

神戸牛餃子～100％ＫＯＢＥビーフ～
１ｋｇ入りセット

神戸発！本革製 
「板チョコ」デザイン ラウンド長財布

●「神戸くりーむ大福」
　　〈カスタード、抹茶、
　　　ショコラ詰め合わせ〉２０個入、

●「ら・かすた神戸もなか」
　　１０個入

●ローストビーフ
　　〈ローストビーフ350g
　　　（ソース・洋わさび付）〉
●焼肉　〈焼肉400g〉

●NAGASAWA
　プロフィット万年筆

●手延素麺
　　特級品古二年物 2kg
　　(50g×40束 )

●丹波篠山産
　　こしひかり 2kg

●神戸　酒石鹸
●神戸　はちみつ石鹸
●柚子石鹸　●疲れたお肌石鹸
●ラベンダー石鹸　●さくら石鹸
●ひのき石鹸　●山羊ミルク石鹸
●ティーツリー&ホホバ石鹸
●釜焚き　米ぬか石鹸
●泡立てネット
●季節の石鹸ミニサイズ
　　〈各１個〉

●手延素麺
　　特級品古二年物 2kg
　　(50g×40束 )
　　＋500g(50g×10束 )×２

●丹波篠山産
　　こしひかり 10kg

●餃子６４個
　　（８個づつの個別包装・
              秘伝の味噌ダレ付）

・ＢＫ
・字幅：細字（Ｆ）

●純米大吟醸
　 720ml×1本 ( 純米大吟醸酒 )
●嘉宝蔵 雅
　720ml×1本 ( 特別純米酒 )
●嘉宝蔵 極上
　720ml×1本 ( 特別本醸造酒)
●美人酒風呂　5 種×各 1包
●酒蔵の酒カレー×3個
●塩糀 (顆粒タイプ )×3個

●ロース特選（400g）
●特選赤身（400g）
（ギフトセットは特別化粧箱入りです）

●酒、醤油、砂糖 ●シルバーネクタイピン

●シルバー製カフス

●神戸牛霜降りロース
　（700g）

●ネックレス
　（36.5ｃｍ～40.5ｃｍ）
  （アクセサリー収納にも
   お使い頂けるオリジナルＢＯＸ付き）

●ネックレス
　（約55ｃｍ～60ｃｍ）
●イヤリング
　（約2ｃｍ×1.5ｃｍ）
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