
様式第１号（第２条関係）

令和  年  月  日

ふるさと納税（寄附）申込書

新 郷 村 長   様

下記の金額を、青森県新郷村に対するふるさと納税（寄附）として寄附いたします。

金   円也

（寄附される方のお名前などの記入欄：（※）のところは必ずご記入お願いします。）

氏  名 （※）

郵便番号 （※）

住  所 （※）

ＴＥＬ  （※）

ＦＡＸ

メールアドレス

（寄附の使い道記入欄：１つをお選び頂き「○」を記入してください。選択のない場合は④と

させていただきます）

① 産業振興に関すること

② 教育文化に関すること

③ 健康福祉に関すること

④ その他むらづくり全般に関すること

（寄附方法の記入欄：１つをお選び頂き「○」を記入してください）

銀行振込による方法（取扱手数料がかかる場合は寄附いただく方の負担となります。）

郵便払込取扱票による方法（払込手数料はかかりません。）

現金書留の郵送による方法（郵送料は寄附いただく方の負担となります。）

直接持参していただく方法

ワンストップ特例申請書の送付を希望します。

（情報公開同意の記入欄：１つをお選び頂き「○」を記入してください）

  公開に同意していただいた場合、村ホームページなどにお名前、住所（都道府県、市区町

村まで）、寄附金額を掲載することがあります。

同意する

同意しない

※ 提供いただきました個人情報はふるさと納税（寄附）に関する業務以外には使用いたしません。



記 入 例 令和  年  月  日

ふるさと納税（寄附）申込書

新 郷 村 長   様

下記の金額を、青森県新郷村に対するふるさと納税（寄附）として寄附いたします。

金     ４０，０００     円也

（※ ふるさと納税（寄附）制度の控除額の計算方法 参照）

（寄附される方のお名前などの記入欄：（※）のところは必ずご記入お願いします。）

氏  名 （※） 新郷 太郎

郵便番号 （※） ０３９－１８０１

住  所 （※） 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前１０

ＴＥＬ  （※） ０１７８－７８－２１１１

ＦＡＸ ０１７８－７８－２１１８

メールアドレス shingo_01＠vill.shingo.lg.jp 

（寄附の使い道記入欄：１つをお選び頂き「○」を記入してください。選択のない場合は④と

させていただきます）

① 産業振興に関すること

② 教育文化に関すること

③ 健康福祉に関すること

○ ④ その他むらづくり全般に関すること

（寄附方法の記入欄：１つをお選び頂き「○」を記入してください）

銀行振込による方法（取扱手数料がかかる場合は寄附いただく方の負担となります。）

○ 郵便払込取扱票による方法（払込手数料はかかりません。）

現金書留の郵送による方法（郵送料は寄附いただく方の負担となります。）

直接持参していただく方法

○ ワンストップ特例申請書の送付を希望します。

（情報公開同意の記入欄：１つをお選び頂き「○」を記入してください）

  公開に同意していただいた場合、村ホームページなどにお名前、住所（都道府県、市区町

村まで）、寄附金額を掲載することがあります。

○ 同意する

同意しない

※ 提供いただきました個人情報はふるさと納税（寄附）に関する業務以外には使用いたしません。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご希望のセットに○をつけてください。 

 

送付先のご希望がございましたらお書きください。 

□申込書の住所に送付希望 

□下記の住所に送付希望 

送り先住所 
〒 

送り先氏名  

送り先電話番号  

 

 ○ セット名 

1万円 

 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ 2本 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ･ｻﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1本ｾｯﾄ 

 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ 2種と生ｷｬﾗ煎餅ｾｯﾄ 

 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ 2種とﾍﾞｰｺﾝ･ｳｲﾝﾅｰｾｯﾄ 

 ｢銀の鴨｣鴨鍋用(冷凍鴨肉)ﾓﾓ肉ｽﾗｲｽ(100g×2)肝入りつみれ(100g×1) 

 青森県産熟成黒にんにく 200g×2 ﾊﾟｯｸ 

 戸来 黒にんにく 

2万円 

 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ 3本 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ･ｻﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 2本ｾｯﾄ 

 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ 2種と薫りたつ牛乳、ﾛｰﾙｹｰｷ･生ﾁｰｽﾞｹｰｷｾｯﾄ 

 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ 2種と生ｷｬﾗ煎餅･塩ｷｬﾗ紅玉煎餅ｾｯﾄ 

 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄとﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｰｺﾝｾｯﾄ 

 飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ･ｻﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑとﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｰｺﾝｾｯﾄ 

 ｢銀の鴨｣鴨鍋用(冷凍鴨肉)ﾓﾓ肉ｽﾗｲｽ(100g×4)肝入りつみれ(100g×2) 

3万円  ｢銀の鴨｣ﾒｽ 1羽分ｾｯﾄ(冷凍) 

このたびは、ふるさと納税（寄附）をありがとう

ございます。 

ささやかではございますが、返礼品をお送りした

いと思いますので、ご希望の品をお選びください。 
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