『さとふる』
●●様
ふるさと納税サイト「さとふる」をご利用いただきまして、ありがとうございます。
以下の通り、ふるさと納税のお申し込みを承りました。
****************************************************************
ふるさと納税情報
****************************************************************
■寄付受付番号
■寄付金額
■寄付する自治体
■決済方法

： 2018071800001234567
： 10,000 円
： 三重県伊賀市
： クレジットカード決済

****************************************************************
お礼品情報
****************************************************************
■お礼品
===================================================
お礼品名 ： 選択されたお礼品
===================================================
■お届け先
お名前
： 登録情報
郵便番号 ： 登録情報
ご住所
： 登録情報
電話番号 ： 登録情報
伝票品名 ： 登録情報

■自治体によっては、同地域にお住まいの方へお礼品発送を行わないと定めていることがあります。
その場合、お礼品は発送されません。ご注意ください。
※会員の方はマイページよりご確認いただけます。
寄付受付履歴の配送ステータスに、
「配送対象外」と表示されている場合、お礼品は発送されません。
■お礼品によりお届け時期が異なります。
お届け時期の詳細は、お礼品ページにてご確認ください。
お礼品ページに特に記載がない場合は、お申し込みより 1 週間程度以降に順次発送いたします。
■確定申告で必要となる寄付証明書は、お礼品とは別に寄付先の自治体より寄付者様の住所へ送付されます。
これからも、ふるさと納税サイト「さとふる」をよろしくお願いいたします。

-------◎ふるさと納税サイト「さとふる」
https://www.satofull.jp/
●このメールは送信専用アドレスで送信しております。
このメールアドレスでは返信をお受けできませんのでご了承ください。
●宛先が異なるなど、ご不明な点は下の URL からお問い合わせください。
https://www.satofull.jp/contact/index.php
●さとふるの「プライバシーポリシー」は下の URL でご確認いただけます。
https://www.satofull.jp/static/privacy_policy.php
--------

『ふるさとチョイス』
--------------------------------------------------------------------※本メールは、
「ふるさとチョイス」において、ふるさと納税の
申し込みを行われた際に配信される、自動配信メールです。
--------------------------------------------------------------------○○ ○○様
ふるさとチョイスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ふるさと納税の寄附申込みを受付けました。
お申込みいただき、ありがとうございました。
～お支払い方法

中略～

【伊賀市からのお知らせ】
■お礼の品について
お礼の品はご入金確認後、2 週間～1 ヶ月程度でお届けします。
（一部の商品を除く）
■寄附金受領証明書について
お礼の品とは別に、ご寄附をいただいてから 2 週間～1 ヶ月程度で郵送します。
（年末年始は特別に 10 日程度で郵送します）
■ワンストップ特例申請書について
寄附金受領証明書に同封して郵送します。
申込番号: 123456789012
以下、お客様の入力内容です。
-----------------------------------------------▼ 使い道
使い道: ４．自治体におまかせ
▼ 寄附者情報
メールアドレス: sougouseisaku@city.iga.lg.jp
氏名: ○○ ○○
ふりがな: ◎◎ ◎◎
郵便番号: 000-0000
都道府県: 東京都
住所: ××市□□町１－２－３
電話番号: 0595-22-9623
▼ お礼の品と寄附金額
お礼の品: [№5831-0000]○△□セット 1 個 10,000 円
----------------------------------合計寄附金額: 10,000 円
▼ お支払い方法
お支払い方法: △△△△
▼ ワンストップ特例申請書
ワンストップ特例申請: 希望しない
▼ お届け先
お礼の品: [№5831-0000]○△□セット
配送先：○○ ○○ ◎◎ ◎◎ 000-0000 東京都 ××市□□町 １－２－３ 0595-22-9623
発送期日：
寄附金受領証明書など書類のお届け先
配送先氏名: ○○ ○○ ◎◎ ◎◎ 000-0000 東京都 ××市□□町 １－２－３ 0595-22-9623
▼ 応援メッセージ
▼ 応援メッセージ 公開可否
公開しない

▼ 三重県伊賀市からのアンケート
■お礼の品の送付について
※お届け日の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。
ご希望がある場合のみ、お届けの曜日(平日／土日祝日)・時間帯（午前／午後／夜間）のご指定は「宅配便」に限り可能です。
但し、季節限定の果物・野菜、魚介類などは収穫・漁獲量によりご要望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承くだ
さい。
宿泊券・利用券等の宅配便を利用しない品については曜日(平日／土日祝日)・時間帯の指定ができません。
※長期不在のご予定がある場合は、不在期間をご記入ください。お礼の品をお受取りできなかった場合、再発送はできません。
※お礼の品はご入金確認後、約 2 週間～１か月ほどでお届けとなります。
（一部、季節商品を除く）
※お届け時間帯は、あくまでも目安ですので、交通渋滞等により前後する場合があります。
※ご要望にお応えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。:
お届け希望曜日
（希望者のみ）:
お届け希望時間帯
（希望者のみ）:
ご不在期間
例：１/3～１/５（半角）:
■アンケートについて:
ご出身地:
性別:
年代:
ふるさと納税の動機:
ふるさと納税は何回目ですか（他自治体も含む）:
ふるさと納税をどこで知りましたか:
▼ メルマガ登録
しない
-----------------------------------------------送信日時: 2018/0/00 0:00:00
尚、このメールへの返信は受け付けておりません。
ご不明点がある場合は下記をご確認ください。
■申込み内容の変更等は、下部記載の自治体(または自治体委託事業者)連絡先まで直接ご連絡ください。
▼連絡先▼
【お問合せ先】
■お礼の品発送に関するお問合せ
ふるさと納税商品お問合せセンター
TEL：0120-977-050
受付時間 9：30～18:00 (土曜日・日曜日・祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く)
＜メールでのお問合せ＞
http://www.redhorse-corp.co.jp/furusato_contact/?cd=242161
※レッドホースコーポレーションサイトへ外部リンクします。
■ふるさと納税全般に関するお問合せ
伊賀市役所
開庁時間 8：30～17：15 (土曜日・日曜日・祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く)
企画振興部総合政策課
Mail: sougouseisaku@city.iga.lg.jp
TEL: 0595-22-9620
FAX: 0595-22-9672

-----------------------------------------------■寄附をした覚えがない等、本メールにお心当たりがない場合はお手数をおかけしますが、
以下のフォームよりご連絡いただけますようお願いいたします
https://www.furusato-tax.jp/contact
※寄附申込み後の内容変更や、配送状況等についてはお答えできません。
■よくある質問 Q&A
https://www.faq.furusato-tax.jp/

『楽天ふるさと納税』
---------------------------------------------------------------------このメールはお客様の注文に関する大切なメールです。
お取引が完了するまで保存してください。
---------------------------------------------------------------------○○ ○○様
この度は、伊賀市へふるさと納税寄附をいただき誠にありがとうございました。
頂戴した寄附の使い道にならい活用させていただきたいと思います。
今後とも伊賀市をどうぞよろしくお願いいたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
クレジット決済をご指定いただきましたので
下記請求金額をクレジットカード会社より請求させていただきます。
[合計] 10000(円)
配送の準備が整い次第、お荷物伝票番号をお知らせするメールを
お送りさせていただきます。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今回の寄附金額・お選び頂いた返礼品に間違いがないかご確認ください。

[受注番号]344948-20180000-00000000
[日時]2018-00-00 00:00:00
[注文者] ○○ ○○ 様
[支払方法] クレジットカード 一括払い
[クーポン利用] なし
[ポイント利用] なし
[配送方法] 宅配便
[備考]
[配送日時指定:]
[【必ずご確認ください】:]
・ふるさと納税の寄附申込みのページです。
・「注文者情報」が住民票情報と一致するか再度ご確認ください。
・クレジットカードをご利用の場合は寄附者の名義と一致するかご確認ください。
・寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。また、寄附者の都合により返礼品がお届けできない場合、返礼品
の再送は致しません。あらかじめご了承ください。
****************************************************
未成年者飲酒禁止法に基づき、ご注文者様の年齢について
お知らせください。下記にお客様の年齢を記載してください。
（
）歳
****************************************************
-------------------------------[送付先] ○○ ○○ 様
〒000-0000 東京都××市□□町 1-2-3
(TEL) 0595-22-9623
[商品]
【ふるさと納税】○△□セット(item0000)
1.ふるさと納税専用ページです。注文内容確認画面に表示される「注文者情報」を住民票情報とみなします。:理解した
2.寄附金の使いみちを選択:1.暮らし「安全・安心」まちづくり
3.ワンストップ特例制度の申請書の送付について:要望する
https://item.rakuten.co.jp/f242161-iga/item0000/
価格 10000(円) x 1(個) = 10000(円) (税込、送料込)
****************************************************************

送付先件数
1(件)
合計商品数
1(個)
商品価格計
10000(円)
-------------------------------小計
10000(円)
消費税
0(円)
送料
0(円)
---------------------------------------------------------------合計
10000(円)
----------------------------------------------------------------

何かご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お届け後の返礼品の感想などもいただけるとうれしいです。
伊賀市ふるさと納税担当窓口
-------------------本サイトの運営は、トランスコスモス株式会社が行っております。
お電話及びメールでのお問合せは、当社がご対応いたします。
【お問合せ先】
TEL:042-303-1416
受付時間:平日 10:00~18:00
-------------------三重県伊賀市
〒518-8501 三重県伊賀市上野丸之内１１６
http://www.rakuten.co.jp/f242161-iga/
【楽天市場からのお知らせ】 ─────────────────────
年会費永年無料★楽天カード新規入会でポイントプレゼント！
⇒ https://link.rakuten.co.jp/1/008/531/?url=2/831/68809/0/RC3
楽天市場トップはこちら
⇒ https://www.rakuten.co.jp/?l-id=top_091
個人情報保護方針はこちら
⇒ https://privacy.rakuten.co.jp
──────────────────────────────────

