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ふるさと納税で西ノ島への応援をお願いします

　私たちの住む西ノ島町は昭和３８年に大山隠岐国立公園に指定され、

平成２５年９月９日に隠岐ユネスコ世界ジオパークに認定されました。

　美しい海に囲まれた自然景観に恵まれ、独自の歴史や文化が今も継承

されています。

　５５０万年前の火山の噴火により形成されたこの島の豊かな自然環境

を守り、島で暮らす人達がより元気に暮らしていくためのご支援・ご協

力をお願いいたします。

お申込み ・ お問い合わせ先 〒 684-0211　島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷 534 番地

TEL ：08514-6-0105　FAX：08514-6-0683

MAIL：kikakuzaiseika@town.nishinoshima.shimane.jp（代表メールアドレス）

ふるさとチョイス：http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/32526

西ノ島町役場　企画財政課

ふるさと納税担当
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ふるさと納税の流れ

1
2

3
4

5
6

確定申告をする場合

ふるさと納税とは

お申込みの流れ

　ふるさと納税制度とは、寄附者が生

まれ育った故郷や応援したいと思う自

治体へ寄附ができる制度です。

　寄附は出身地に限らず全都道府県・

市町村どこでも自由にお選び頂けます。

また 2,000 円を超える寄附を行うと所

得税・住民税の控除を受ける事ができ

ます。

確定申告

所得税還付

寄附金納付
証明書発行

寄　附

住民税の決定
通知書送付

（控除後の税額）

住民税納付行政機関が行う手続き寄附者様が行う手続き

税務署

西ノ島町

連絡

お住まいの市町村

寄
附
者
様

ふるさと納税ポータルサイト　

　　　から申し込みをする

西ノ島町へ

　　　直接申し込みをする

ご寄附後に西ノ島町から送られてくる書類等

●ご入金確認後随時発送
　寄附金納付証明書（確定申告時に必要）
　ワンストップ特例申請書（希望者様）

● 11 月末～
　＊ 3,000 円以上ご寄附いただいた方のみ
　西ノ島町カレンダー（寄附者様全員）

お申込み 郵便振替でお支払い

クレジットカードで決済

郵便振替で決済

ふるさとチョイスより自動で
返信されるメールに記載された

URL より決済手続きを行う

後日、西ノ島町より届く
払込取扱票（郵便局用）を
利用して寄附金を入金する

西ノ島町役場よりお申込み
内容の確認メールが届く

ふるさと納税ポータルサイト
「ふるさとチョイス」でお申込み

URL より決済手続きを行う
「ふるさとチョイス　西ノ島」で検索

http://www.furusato-tax.jp/
japan/prehecture/32526/

電話で西ノ島町に資料送付を依頼、
または西ノ島町 HP

「ふるさと西ノ島基金わがとこ」
より申込書をダウンロードする

お申込み、お支払い完了

西ノ島町の特産品が到着

ふるさと納税は１年間に何度でもご利用いただけます。

必要事項を記入し、申込書を
郵送 ・ FAX で西ノ島町に送る

＊資料をお取り寄せされた方は
　返信用封筒が同封されています

後日、西ノ島町より届く
払込取扱票（郵便局用）を
利用して寄附金を入金する

＊資料をお取り寄せされた方は
　払込取扱票が同封されています
　のでそちらをご利用ください

※ご希望いただいた方のみ
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美田八幡宮 十方拝礼

島前神楽「切部」

1

2

3 4

所得税・住民税の控除について

便利なワンストップ特例制度ができました

控除額を簡単に調べることができます

寄附金の使途を以下の６項目の政策事業よりお選びいただけます。

ふるさと納税控除額シミュレーションサイト

http://www.furusato-tax.jp/example.html

寄附金の使い道

　ふるさと納税を通して都道府県・市区町村に 2,000 円を超え

る寄附を行うと所得税・住民税からそれぞれ一定額の控除を受

けることができます。

　所得や金額に応じて控除の額は変動します。詳しくはお住ま

いの地方公共団体（都道府県・市区町村）までお問い合わせく

ださい。

　西ノ島町では「人の集う島」を目指して定住対策や産業の振興に取り組んでいま

す。その貴重な浄財として個人または団体から寄附金を募り、その寄附金を基金の

原資として、「夢と笑顔あふれるまちづくり」に取り組んでいます。

　会社にお勤めの方でふるさと納税を行われる場合は、「ワンス

トップ特例制度」を利用すると確定申告が不要となります。寄

附金申込書に性別と生年月日を記入し、後日役場から送付され

る申告特例申請書を提出するだけの便利な制度です。

ただし、以下の場合は確定申告が必要となります。

・６団体以上の自治体などに寄附をされた方

・ふるさと納税の有無に関わらず確定申告を行う必要のある方

医療・福祉に

関する事業

教育・文化の振興に
関する事業

環境の保全に

関する事業

災害復旧に

関する事業

産業振興に

関する事業

その他町長が

必要と認める事業

１ ２ ３

６５４

ワンストップ特例制度利用の流れ

寄
附
者
様

西ノ島町

入金確認後
申告特例申請書送付

必要事項を記入して
返送

控除後の税額を
通知

寄附金額等
税控除に必要な

情報を通知

お住まいの市町村

行政機関が行う手続き寄附者様が行う手続き
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♪

…

町外在住で 3,000 円以上のご寄附を頂いた方に

　　　　　西ノ島町の特産品をお届けしております。

ポイントの範囲内で

　　　自由に特産品をお選び頂けます。

西ノ島町の特産品はポイント制となっております。

申込書の「特産品申込書」にご希望の特産品をご記入下さい。
寄附金のご入金確認後に特産品を発送しております。

＊ゆうちょ銀行でのご入金確認は実際のご入金日から
　平日３～ 5日程度のお時間がかかります。
　特産品の到着ご希望日前々日までにご入金が確認で
　きない場合、お届けが出来ませんことをご了承くだ
　さい。

　例えば・・

寄附額 1,000 円＝ 1 ポイント
例：寄附金額　3,000 円＝ 3 ポイント

　　　　　　　5,000 円＝ 5 ポイント

　　　　　　  50,000 円＝ 50 ポイント

・

・

・

西ノ島町の特産品をお届けします

お選び頂ける特産品について

西ノ島町イメージキャラクター
活イカ活っちゃん

お好きな特産品を

お選びください！

50,000 円寄附で 50 ポイントだから
活アワビ天然 1kg（40 ポイント）と
隠岐のいわがき M（10 ポイント）にして
いわがきは親戚のところに送ろうかな。

11,000 円を寄附して
活サザエ 1.0㎏（5 ポイント）と
干物セット（6 ポイント）にしよう！

　・・・・等の

　ご配送のご希望もいただけます。

＊特産品は地元企業から寄附者様へ直接送付しております。

　発送の為に寄附者様のご連絡先を西ノ島町から地元企業へ提供させて頂きますことをご了承ください。

これまで 5,000 円＝ 1 ポイントとしておりましたが、
2017 年 8 月から新たなポイント制にしたことで、特産
品の種類が豊富になりました！
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ふるさと西ノ島基金わがとこ　特産品　一覧

美田八幡宮　十方拝礼

0-1 0-1

0-1

わがとこセット

提供／西ノ島商店

西ノ島町ふるさと納税は、・・・・・・
・・・・・・・。

＊発送： ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

お酒のお供にも最適

４ポイントコース（寄附額 4,000 円）

4-1 あごだしつゆ

提供／浦郷水産（株）

西ノ島町産の飛魚（あご）を使用した
贅沢なだしつゆ 250ml の 2 本セット。
あご特有の旨味を感じてください。煮
物や麺類にも。

あごをふんだんに使用

只今準備中 只今準備中

特産品写真

特産品一覧表の見方
・・・特産品番号オススメポイント

特産品説明

発送時期、注意点等

提供会社・店舗（特産品の発送元）

品名

・・・数に限りがあるため、お申し込みいただいた時にお断りする場合もあります。数量限定

数量限定

【特産品の申請書への記入について】
　申請書で必要となるのは、特産品
番号（　　　　の部分）と品名です。
　ご希望の特産品の特産品番号と品
名をご記入ください。
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6 ポイントコース（寄附額 6,000 円）

6-1 6-2 6-3干物セット 海藻焼酎ミニ 3本セット

提供／ JF しまね浦郷直売所、天草鮮魚店 提供／（株）西食 提供／（有）安藤本店

隠岐近海で水揚げされた新鮮な海産物
から作る干物を 3 ～ 4 種お届け。
おかず、おつまみにオススメ。

隠岐で水揚げされた脂がのったイワシ
を 1 つ 1 つ手作業で美味しい干物にし
ました。味醂の照りと香ばしい香りが
食欲をそそります。（3 袋セット）

隠岐酒造が特許取得した独自の製法で、
海藻から作った焼酎の 3 種のセット。
熟成期間の違う 3 種を飲み比べていた
だけます。

＊季節によって内容が変わります

お酒のお供にも最適 お酒にも、ごはんにも合う 海藻からできる焼酎 3 種

西食
いわし味醂干しセット

5 ポイントコース（寄附額 5,000 円）

5-1

5-4 5-5

5-2 5-3活サザエ 約 1.0kg

隠岐誉ワンカップセット とって隠岐のあつ燗

西食さざえ飯セット おみやげセット

提供／天草鮮魚店、（株）日本海隠岐活魚倶楽部

提供／（有）安藤本店 提供／（有）安藤本店

提供／（株）西食 提供／ひめひまわり

西ノ島の人達が素潜りやカナギ漁で
獲ったサザエです。リピーター多数の
人気モノ。

上撰隠岐誉 180ml の 5 本セット。日本
酒度 +6.0（辛口）。原材料の米は国産米
を使用。ワンカップは隠岐の景勝地等
がデザインされており、飲み終わった
後飾っても素敵です。

日本酒の大きな特徴である ” 燗 ” をして
も飲み飽きないお酒ということで開発
されたお酒です。日本酒度 +12.0（超辛
口）、後味のキレが良いお酒となってお
ります（720ml）。

隠岐の家庭でもよく食べられているさ
ざえご飯をレトルトパックに（200g 入
り× 2P）。保存料・酸化防止剤不使用。

西ノ島の風景画と絵手紙のセット。ア
ラメ入りのお煎餅や塩飴等お菓子も一
緒にお届けします。

発送：7 月中旬～ 4 月末

発送：12 月～ 3 月末

西ノ島近海の新鮮なサザエ！

隠岐にちなんだ
　レトロかわいいイラスト入り

寒い時期にオススメ！

西ノ島産サザエをふんだんに使用 大好きなあなたに西ノ島からの贈り物

只今準備中
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数量限定

7 ポイントコース（寄附額 7,000 円）

8 ポイントコース（寄附額 8,000 円）

7-1

8-1

焼火窯
　マドラー 5 本セット

プロトン活〆剣先イカ

提供／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

提供／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

島根県ふるさと工芸品認定、焼火窯　マ
ドラー５本セット。１つずつ手作りのた
め、全く同じ形・色のものはございません。
色や形のご指定はできません。

「プロトン凍結技術」により、夏場に旬を
迎えるイカの味を、秋以降も楽しめます。
流水にて３０分解凍後、刺身、フライ等
にしてお召し上がりください。（6 杯セット）

発送：9 月～ 11 月

1 つ 1 つが手作りです

墨袋が抜いてあるので汚れません

9 ポイントコース（寄附額 9,000 円）

9-1 9-2 9-3隠岐のいわがきＬＬ 隠岐誉 純米酒
 　　　　山田錦 1.8L

提供／（株）西食 提供／（株）日本海隠岐活魚倶楽部 提供／（有）安藤本店

届いた時にその大きさに驚く人多数。
水揚げから出荷までの衛生管理を徹底
し、出荷するため、安心・安全ないわ
がきをご堪能頂けます。（５個程度）

隠岐産の山田錦（米）から醸造した純
米酒。仕込み水は「日本名水百選」に
選ばれた良水を使用。冷か燗をしてご
賞味ください。

発送：4 月～発送：3 月下旬～ 6 月中旬

いわがき養殖発祥の地より西ノ島産サザエをふんだんに使用 爽やかな口当たりと旨味

酒の肴や炊き込みご飯にオススメの「漁
師煮（70g × 2 袋）」と「さざえ飯（200g
× 2P)」のセット。隠岐の家庭の味をご
家庭でもお気軽に。

数量限定

只今準備中

只今準備中

只今準備中

只今準備中

西食さざえセット
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10 ポイントコース（寄附額 10,000 円）

10-1

10-4

10-11

10-2

10-5

10-3

10-6

10-10

10-7 10-9

プロトン
　　隠岐のいわがき       Ｌ

西食
　さざえまるごと煮セット

プロトン
　　　隠岐のいわがき       特大

隠岐のいわがきＭ 隠岐のいわがき L

提供／（株）日本海隠岐活魚俱楽部

提供／（株）西食

提供／（株）日本海隠岐活魚俱楽部

提供／天草鮮魚店

解凍後は生食でもお召し頂ける鮮度を
保った冷凍品です。（6 個入り）いわが
きのうま味をご堪能ください。

隠岐で獲れた新鮮なさざえをまるごと
醤油風味で煮込んだ商品です。
そのまま召し上がることもできますし、
ご飯と一緒に炊くことでさざえご飯（約
2 合）を簡単に作ることができます。

解凍後は生食でもお召し頂ける鮮度を
保った冷凍品です。（5 個入り）1 個約
450g の特大サイズをお届けします。

届いた時にその大きさに驚く人多数。
安心・安全ないわがきをたっぷりご堪
能頂けます。（7 個入り）

届いた時にその大きさに驚く人多数。
安心・安全ないわがきをたっぷりご堪
能頂けます。（6 個入り）

発送：6 月中旬～ 1 月末 発送：6 月中旬～ 1 月末

発送：3 月下旬～ 6 月中旬 発送：3 月下旬～ 6 月中旬

生よりもフタが開けやすくなっています

西食の新商品！

生よりもフタが開けやすくなっています

いわがき養殖発祥の地より いわがき養殖発祥の地より西ノ島近海の新鮮なサザエ！

活サザエ・
　　隠岐のいわがきセット

隠岐誉
　　　飲み比べセット

提供／天草鮮魚店

提供／（有）安藤本店

西ノ島町産のサザエ約 1.0kg といわが
き（4 個程度）のセット。本町のふるさ
と納税の返礼品の中でもトップ人気の
２種類を一気にお届け。

（株）隠岐酒造を代表するお酒である「隠
岐誉」。「大吟醸斗瓶囲い」と「吟醸生
貯蔵酒」２種類の隠岐誉の飲み比べを
オリジナルの利き猪口でお試しいただ
けるセットです。

発送：3 月中旬～ 4 月末

特産品トップ人気の 2 種セット！

隠岐誉の飲み比べができる

提供／天草鮮魚店、（株）日本海隠岐活魚倶楽部

活サザエ 約 2.5kg

提供／天草鮮魚店、（株）日本海隠岐活魚倶楽部

西ノ島の人達が素潜りやカナギ漁で
獲ったサザエです。リピーター多数の
人気モノ。

発送：7 月中旬～ 4 月末

只今準備中

数量限定

についてはネットのお申込み限定の特産品のため未掲載となっております。※ ～
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12 ポイントコース（寄附額 12,000 円）

12-1 12-312-2御輝鮑ネックレス 隠岐誉　ふるさと味自慢隠岐誉 涼彩セット

提供／ E-sara*atelier 提供／（有）安藤本店提供／（有）安藤本店

隠岐の鮑殻から手間をかけて削り出され
た、全てハンドメイドの 1 点物。真珠層
の輝きをご覧ください。表裏どちらもお使
いいただけます。

隠岐誉　吟醸生貯蔵酒720mlの２本セッ
ト。冷やしたお酒を「隠岐誉」のロゴが
刻印されたオリジナルグラスでお愉しみ下
さい。

隠岐誉　吟醸生貯蔵酒300mlの５本セッ
ト。暑い季節に冷やして飲むのがオスス
メです。

＊色 ・ 形はご指定いただけません 発送：6 月～ 9 月発送：6 月～ 9 月

あわびの殻から削り出された 隠岐誉オリジナルグラス付暑い季節に冷やでどうぞ

12-4 隠岐誉 寿 
　　純金箔セット

提供／（有）安藤本店

隠岐誉 純金箔入 720ml の 3 本セット。
お正月などのお祝いごとなどの際にオス
スメです。

発送：11 月～ 12 月

おめでたい席に 12-5 サザエの缶詰

提供／浦郷水産（株）

醤油と砂糖のみで味付けされ、サザエの
うま味がギュッと詰まっています。（2 缶）
１缶にサザエが 10 ～ 13 個入っていま
す。

剥き身がぎっしり詰まっています！ 12-6 西食干物セット

提供／（株）西食

柔らかく上品な味わいの「白いかする
め（2 袋）」と、脂がのった良質のいわ
しを 1 つ 1 つ手作りで作った「いわし
味醂干し（2 袋）」のセット。

発送：8 月～

隠岐で獲れたイカ ・ イワシの干物

数量限定

12-5 サザエの缶詰

提供／浦郷水産（株）

醤油と砂糖のみで味付けされ、サザエの
うま味がギュッと詰まっています。（2 缶）
１缶にサザエが 10 ～ 13 個入っていま
す。

剥き身がぎっしり詰まっています！

準備中

11 ポイントコース（寄附額 11,000 円）

11-1 11-2隠岐ジオパークセット 隠岐誉    大吟醸

提供／（有）安藤本店 提供／安藤本店

柔らかな口当たりと旨味がある「隠岐
誉 隠岐世界ジオパーク純米酒」と芳醇
な香りと五味の調和が楽しめる「三位の
局」。隠岐の歴史や大地を感じることが
できるお酒のセットです。（各 720ml）

爽やかな香りと滑らかで、みずみずし
く、きめ細やかな甘味。後味はすっき
りとした辛口のお酒です。10 ～ 15 度
で冷やして飲むのがオススメです。

隠岐のロマンを感じるお酒 冷やしてお召し上がりください

只今準備中
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17 ポイントコース（寄附額 17,000 円）

30 ポイントコース（寄附額 30,000 円）

17-1 のぼるさんの
　うみさちセット

養殖活アワビ

提供／天草鮮魚店

隠岐諸島近海で上がる新鮮な魚介類 4
～ 5 種類をお届け。店主が自信をもっ
てオススメする「西ノ島の旬」を詰め
込んだセットです。鮮魚の内容は水揚
げにより変動します。

西ノ島町育てられた養殖アワビ。天然
と同じ環境で育ちつつも、身が柔らか
いのが特徴です。（6 ～ 7 枚入り）

発送：5 月～ 7 月上旬、9 ～ 11 月

発送： 11 月～ 12 月中旬

鱗や内臓の処理も承ります

約 6 ～ 7 枚の贅沢セット30-1

只今準備中

只今準備中

只今準備中

只今準備中

提供／天草鮮魚店

16 ポイントコース（寄附額 16,000 円）

16-1 隠岐で造られているお酒です

隠岐のお酒セット

提供／（有）安藤本店

上撰「御所（1,800ml）」と海藻焼酎「わ
だつみの精（720ml）」のお酒セット。
ぜひご堪能下さい。

只今準備中 只今準備中
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40-4 風流染
 コットンガーゼストール

提供／風流染

西ノ島の土・杉炭を主な顔料として、1
つ 1 つ手間をかけて染められたストー
ルです。綿 100％、黄・橙・赤・黒か
らお選びいただけます。

隠岐の自然に染められて

＊柄はご指定いただけません

只今準備中 只今準備中

 

40 ポイントコース（寄附額 40,000 円）

40-1 40-2 40-3

西ノ島近海の恵まれた環境で育った天然
物。コリッとした食感とまろやかな甘みは
お刺身はもちろんバター焼きもおすすめ。

隠岐近海で水揚げされた松葉カニを活き
た状態でお届けします。活きが良いので、
お刺身、しゃぶしゃぶなどでもお召し上が
りいただけます。

隠岐近海で水揚げされた松葉カニを絶妙
な塩加減でボイルしてお届けします（ボ
イル前の大きさが 900g 程度となります）。

発送：7 月中旬～ 9 月、2 月～ 4 月初旬 発送：11月中旬～12月初旬、1月下旬～2月下旬 発送：11月中旬～12月初旬、1月下旬～2月下旬

その大きさに圧倒される方多数！ 山陰の冬の味覚 山陰の冬の味覚

天然 活アワビ   約 1.0kg 隠岐松葉ガニ 約 900g
　　　　　　＜ボイル＞

隠岐松葉ガニ 約 900g
　　　　　　　＜活＞

提供／天草鮮魚店、（株）日本海隠岐活魚倶楽部 提供／（株）日本海隠岐活魚倶楽部 提供／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

We ♡　Nishinoshima
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60 ポイントコース（寄附額 60,000 円）

西ノ島ふるさと便（年 4 回お届け）60-1
西ノ島町の特産品４品を旬の時期にお届けいたします。
　＊各特産品に表記されている配送時期より 1 か月程前にお届け日についてご連絡いたします。
　＊お申し込みの際には普段ご連絡がつきやすい携帯電話番号等をお知らせください。

数量限定

隠岐のいわがき

　（L～LLサイズ6個）

天然 活アワビ

　　　　（約 1kg）

干物セット

　（干物 3種程度）

活サザエ

　　（約 2.5㎏）

５月 ８月 10月 1-3 月

【「西ノ島ふるさと便」の受付について】
　西ノ島ふるさと便の受付は、随時行っておりますが、限定数量に達し次第、受付
終了となる場合がございますのでご了承ください。
　また、受付時期によって、お送りする特産品の順番が異なります（下表をご参照
下さい）。

受付時期
お届けする特産品

1 便目 2 便目 3 便目 4 便目
3 ～ 4 月 隠岐のいわがき 天然　活アワビ 干物セット 活サザエ
5 ～ 7 月 天然　活アワビ 干物セット 活サザエ 隠岐のいわがき
8 ～ 9 月 干物セット 活サザエ 隠岐のいわがき 天然　活アワビ

10 ～ 2 月 活サザエ 隠岐のいわがき 天然　活アワビ 干物セット

今もなお続く『かなぎ漁』

　ふるさと納税の特産品としてお送りしている

アワビやサザエ（一部）は、島で昔から行われ

ている『かなぎ漁』という伝統の漁で漁師さん

が獲ったものです。

　『かなぎ漁』とは、船の上から箱眼鏡を使い、

海底を覗きながら、ヤスで魚介類を突いてとる

漁です。丁寧に 1 つ 1 つ獲られた魚介類は、と

ても新鮮です。
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120 ポイントコース（寄附額 120,000 円）

西ノ島わがとこ便（年 7 回お届け）120-1

特産品を旬の一番おいしい時期にお届けいたします。
　＊各特産品に表記されている配送時期より 1 か月程前にお届け日についてご連絡いたします。
　＊お申し込みの際には普段ご連絡がつきやすい携帯電話番号等をお知らせください。
　＊うみさちセットについて：鮮魚は他の水産物に比べ、水揚げ量等によっての価格変動が大きいため、
　　お送りする時期によっては内容量に変化がございます。

数量限定

うみさちセット 天然 活アワビ

　　　　（約 1.0kg）

プロトン活〆イカ

　　　　（6 杯程度）

晩酌セット 活サザエ ・ 隠岐のいわがきセット西食さざえセットあごだしつゆ

（２本）

６月 ８月 ９月

10月 3-4 月2-3 月1-2 月

（イサキ、レンコ鯛、メバル、カサゴ、
  メジナ、白バイ貝など）

（隠岐誉大吟醸斗瓶囲い 720ml、 吟醸酒
しゃくなげの詩 720ml と干物・うにの
缶詰・板わかめ等のセット）

（さざえ飯 2Pとさざえの　　
　漁師煮 2Pのセット）

（活サザエ約 1.0kg
　＋隠岐のいわがき L～ LL6 個）

【西ノ島わがとこ便　の受付について】
　西ノ島わがとこ便の受付は、随時行っておりますが、限定数量に達し次第、受付終了となる場合がございま
すのでご了承ください。
　また、受付時期によって、お送りする特産品の順番が異なります（下表をご参照下さい）。

受付時期 お届けする特産品
1 便目 2 便目 3 便目 4 便目 5 便目 6 便目 7 便目

4 ～ 5 月 うみさちセット 天然　活アワビ プロトン活〆イカ 晩酌セット あごだしつゆ 西食さざえセット 活サザエ ・ 隠岐
のいわがきセット

6 ～ 7 月 天然　活アワビ プロトン活〆イカ 晩酌セット あごだしつゆ 西食さざえセット 活サザエ ・ 隠岐
のいわがきセット うみさちセット

8 月 プロトン活〆イカ 晩酌セット あごだしつゆ 西食さざえセット 活サザエ ・ 隠岐
のいわがきセット うみさちセット 天然　活アワビ

9 月 晩酌セット あごだしつゆ 西食さざえセット 活サザエ ・ 隠岐
のいわがきセット うみさちセット 天然　活アワビ プロトン活〆イカ

10 ～ 1 月 あごだしつゆ 西食さざえセット 活サザエ ・ 隠岐
のいわがきセット うみさちセット 天然　活アワビ プロトン活〆イカ 晩酌セット

２月 西食さざえセット 活サザエ ・ 隠岐
のいわがきセット うみさちセット 天然　活アワビ プロトン活〆イカ 晩酌セット あごだしつゆ

３月 活サザエ ・ 隠岐
のいわがきセット うみさちセット 天然　活アワビ プロトン活〆イカ 晩酌セット あごだしつゆ 西食さざえセット
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お申込み ・ お問い合わせ先

ご不明な点がございましたらお気軽に西ノ島町役場までお問い合わせください

〒 684-0211　島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷 534 番地

TEL ：08514-6-0105　FAX：08514-6-0683

MAIL：kikakuzaiseika@town.nishinoshima.shimane.jp（代表メールアドレス）

ふるさとチョイス：http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/32526

西ノ島町役場　企画財政課　ふるさと納税担当

カタログ 2017.ver.3


