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ふるさと納税

謝礼品カタ ロ グ

ふるさと納税とは
ふるさと納税制度とは、寄附者が生

ふるさと納税の流れ

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。

確定申告

3

確定申告をする場合

寄附は出身地に限らず全都道府県・

得税・住民税の控除を受ける事ができ

2

また 2,000 円を超える寄附を行うと所

附

1

ます。

西ノ島町

4
寄附者様

市町村どこでも自由にお選び頂けます。

寄

寄附金納付
証明書発行

税務署

所得税還付
住民税の決定
通知書送付
（控除後の税額）

連絡

5
6

寄附者様が行う手続き 行政機関が行う手続き

住民税納付

お住まいの市町村

お申込みの流れ
お申込みはふるさと納税ポータルサイトでのお申込み、または西ノ島町へ直接申し込みする 2 通りの方法がございます。

お申込み

ふるさと納税ポータルサイト
下記のふるさと納税ポータルサイトから
お申込み及び決済手続きを行う。
●ふるさとチョイス
●ふるり
●楽天ふるさと納税

※ポータルサイトについては、本パンフ
レット 15 ページに記載

①サイト上で決済手続き

①後日、西ノ島町もしく
は事務委託先（株）ト
ラストバンクより届く
払込取扱票（郵便局用）
を利用して寄附金を入
金する。

決済手続き

郵便振替

②西ノ島町役場よりお申
込み内容確認のメール
が届く。

①西ノ島町へ電話（08514-6-0105）で資
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。
②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
封筒を同封しています。

クレジットカード
※ふるさとチョイス・ふ
るりの場合、ポータル
サイトからのメールに
記載された URL より決
済手続きを行う。

西ノ島町へ直接

郵便振替
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。

②西ノ島町役場よりお申
込み内容確認のメール
が届く。

※楽天ふるさと納税では、郵便振替でのご入金は不可と
なっており、銀行振込でのご入金がご選択頂けます。銀
行振込の場合、口座番号をメールでお知らせいたします
ので、記載された口座へご入金をお願いします。

特産品到着
ご寄附後に西ノ島町から送られてくる書類等

※ご希望いただいた方のみ

●寄附金納付証明書（確定申告時に必要） → ご入金確認後随時発送
●ワンストップ特例申請書（希望者様） → ご入金確認後随時発送
●西ノ島カレンダー（3,000 円以上ご寄附いただいた方全員） → 11 月末～
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所得税・住民税の控除について
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

ワンストップ特例制度利用の流れ

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
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

1

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

2

ださい。

西ノ島町

ワンストップ特例制度とは

3

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。

寄附者様

入金確認後
申告特例申請書送付

けることができます。

必要事項を記入して
返送

4

寄附金額等
税控除に必要な
情報を通知

ただし、以下の場合は確定申告が必要となります。

控除後の税額を
通知
お住まいの市町村

●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

＼

寄附者様が行う手続き

控除額を簡単に調べることができます

行政機関が行う手続き

／

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
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。

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。
１

４

医療・福祉に
関する事業

教育・文化の振興に
関する事業

２

５

環境の保全に
関する事業
災害復旧に
関する事業

３

産業振興に
関する事業

６

その他町長が
必要と認める事業
島前神楽「切部」

美田八幡宮 十方拝礼
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西ノ島町の特産品をお届けします
町外在住で 4,000 円以上のご寄附を頂いた方に
西ノ島町の特産品をお礼の品としてお届けしております。
「ふるさと納税寄附申込書」の裏面「特産品申請書」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

お好きな特産品を

平日３～ 5 日程度のお時間がかかります。特産品の

お選びください！

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。

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

西ノ島町の特産品はポイント制となっております。

寄附額 1,000 円＝ 1 ポイント
例：寄附金額

3,000 円＝ 3 ポイント

活イカ活っちゃん

ポイントの範囲内で
自由に特産品をお選び頂けます。

5,000 円＝ 5 ポイント

50,000 円＝ 50 ポイント
・
・

例えば…

・

50,000 円寄附で 50 ポイントだから
活アワビ 1kg（40 ポイント）と
隠岐のいわがき（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
ひやおろし（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。

＊なお、寄附者様とお礼の品のお届け先が異なる場合においても、
「ふるさと納税のお礼の品であること」を
記載すること、送り主（寄附者）様のお名前は未記載であることをご了承くださいませ。
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ふるさと西ノ島基金わがとこ

お礼の品一覧

次ページより、ふるさと納税でご寄附いただいた皆さまにお送りしている西ノ島町の特産品（お礼の品）を
寄付額別に掲載しております。
サザエ・アワビをはじめとする魚介類、島内で作られる加工品、隠岐で作られているお酒、西ノ島だからで
きる工芸品等、様々な特産品を取り扱っております。
単品だけでなく、年数回にわたりお送りするコースも 4 種類に増えました。内容、送付時期については、毎
年見直し・検討を行っておりますので、昨年度とはまた異なる内容となっております。
また、少しずつですが、お礼の品の魅力や西ノ島町の情報も掲載しております。是非、最後までご覧ください。

【寄附者様へのお願い】
＊魚介類、海産物加工品のお礼の品について
お申し込みの際には、順調に水揚げもあったものが、海の状況によっては不漁となり、ご希望通りにお送り

できないこともございます。その場合には、こちらからメールやお電話等でご連絡をさせていただき、お届け
時期を延期させていただく場合もございます。

また、水揚げがある見込みがない場合等、場合によっては、同額相当の別のお礼の品へ変更させていただく

場合もございます。ご了承いただきますようお願いいたします。

特産品一覧表の見方
【寄付額〇〇〇円】

00001

お酒のお供にも最適

数量限定

わがとこセット

寄付額
オススメポイント
品名

00001

【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（

特産品写真

・・・特産品番号

00001

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。

西ノ島町ふるさと納税は、・・・・・・
・・・・・・・。
＊発送： ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
発送元／西ノ島商店

特産品説明
発送時期、注意点等
お礼の品の発送元

数量限定

・・・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。

お電話にて
在庫確認
してください

・・・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。
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4 ～ 5 ポイントコース（寄附額 5,000 円以下）※次ページもあります
00403

【寄付額 4,000 円】

西ノ島の海の香りを
お楽しみください！

00405

西ノ島天然わかめ

【寄付額 4,000 円】

西ノ島でとれたのくろもじを
丁寧に乾燥させました！

00407

【寄付額 4,000 円】

西ノ島の海の香りを
お楽しみください！

西ノ島天然めかぶ

くろもじ花茶

西ノ島町では、海藻処理加工施設を建設し、

くろもじは高級な爪楊枝等に使われている

西ノ島天然わかめの姉妹品として、昨年度

平成 30 年度から（株）ノア隠岐が海藻加

木で、4 月頃に花が咲きます。1 年で 1 週

から返礼品として新しく仲間入りした、西

工をスタートしました。春に獲れるワカメ

間程度しか収穫できない花を丁寧に乾燥さ

ノ島天然めかぶです（20g/ 袋× 2 袋）。

を乾燥させた商品です。お味噌汁やサラダ

せた貴重なお茶です。無農薬、ノンカフェ

に（15g/ 袋× 2 袋）。

イン。（4g/ 袋× 2 袋）

発送元／（有）安藤本店

00408

【寄付額 4,000 円】

今年度より新たに仲間入り！

西ノ島天然あかもく

発送元／（有）安藤本店

00410

【寄付額 4,000 円】
あごをふんだんに使用

あごだしつゆ

発送元／（有）安藤本店

00501

【寄付額 5,000 円】

西ノ島近海の新鮮なサザエ！

活サザエ 約 1.0kg

西ノ島天然わかめの姉妹品として今年から

西ノ島町産の飛魚（あご）を使用した贅沢

西ノ島の人達が素潜りやかなぎ漁で獲った

仲間入りした西ノ島天然あかもくです。あ

なだしつゆ 250ml の 2 本セット。あご特

サザエです。リピーター多数の人気モノ。

かもく汁や冷や奴などで美味しく頂けま

有の旨味を感じてください。煮物や麺類に

す。
（20g/ 袋× 2 袋）。

も。

発送：7 月中旬～ 4 月末頃

発送元／西ノ島町

発送元／（有）安藤本店

00511

【寄付額 5,000 円】

西ノ島町産のおやつとドリンクのセット

西ノ島おやつセット 2

00512

【寄付額 5,000 円】

西ノ島産サザエをふんだんに使用

西食さざえ飯セット

お電話にて
在庫確認
してください

西ノ島の梅で作った「西ノ島梅ドリンク」

発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

00513

【寄付額 5,000 円】
西ノ島町産のおやつと
ドリンクのセット

西ノ島おやつセット

隠岐の家庭でもよく食べられているさざえ

西ノ島でとれたお茶「くろもじ花茶」と隠岐

（180ml/ 本× 2 本）と隠岐のお酒を作る

ご飯をレトルトパックにしました（200g/

のお酒「隠岐誉」を作るときにできた酒粕を

ときにできた酒粕を使った「隠岐誉酒粕ク

パック× 2 パック）。保存料・酸化防止剤

使ったクラッカーで、ほっと一息つきません

ラッカー」
（60g/ 袋× 2 袋）で一息つきま

不使用。

か。大人から子供まで、妊婦の方でもお召し

せんか。

上がりいただけます。
（くろもじ花茶 4g/ 袋
× 1 袋酒粕クラッカー 60g/ 袋× 2 袋）
発送元／（有）安藤本店

発送元／（株）西食
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発送元／（有）安藤本店

4 ～ 5 ポイントコース（寄附額 5,000 円以下）
00514

【寄付額 5,000 円】

隠岐にちなんだ
レトロかわいいイラスト入り

00515

【寄付額 5,000 円】

くろもじ花茶の「徳用」サイズ！

くろもじ花茶徳用

隠岐誉カップ酒セット

只今準備中
上撰隠岐誉 180ml の 5 本セット。日本酒

「くろもじ花茶」の徳用サイズ 10g/ 袋と

度 +6.0（辛口）
。原材料の米は国産米を使

レギュラーサイズ 4g/ 袋のセットです。徳

用。ワンカップは隠岐の景勝地等がデザイ

用サイズは、花や葉が別々になっているも

ンされており、飲み終わった後飾っても素

のもありますが、品質に問題はございませ

敵です。

ん。
発送元／（有）安藤本店

発送元／（有）安藤本店

6 ～ 10 ポイントコース（寄附額 6,000 円～ 10,000 円）※次ページもあります
00609

【寄付額 6,000 円】

冷やしてお召し上がりください

隠岐誉

ひやおろし

00611

【寄付額 6,000 円】
お土産としても人気商品

イロトリドリ
ヒオウギ貝 10 枚セット

数量限定

00615
お電話にて
在庫確認
してください

【寄付額 6,000 円】

パンやヨーグルトにどうぞ！

西ノ島ジャムセットミニ

秋季限定！厳冬に仕込まれた純米酒が熟成

西ノ島の海で大切に育てられた色とりどり

西ノ島で獲れた梅や橙を丁寧に加工し、国

を待ち、秋に生詰めされた「隠岐誉ひやお

ヒオウギ貝。赤・紫・オレンジ・黄色など

産・無添加のジャムを作りました。 本セッ

ろし」
（720ml/ 本× 1 本）。ひやおろしは

があります。お刺身、バター焼き等にご使

トは、橙ジャムと完熟梅ジャムをそれぞれ

隠岐産の山田錦で仕込まれた隠岐誉です。

用いただけます。

100g/ 瓶× 2 瓶の 4 瓶セットです。

発送：9 月～ 12 月頃

＊発送：10 月～ 6 月頃、
☆月曜 ・ 火曜日のお届け不可

発送元／（有）安藤本店

発送元／天草鮮魚店

00703

【寄付額 7,000 円】

西ノ島町の情報をお届けします！

広報にしのしま
年間定期購読

00708

【寄付額 7,000 円】

旬の味をいつでもご家庭で

プロトンヒオウギ貝
10 枚セット

発送元／（有）安藤本店

00711

【寄付額 7,000 円】

パンやヨーグルトにどうぞ！

西ノ島ジャムセット

お電話にて
在庫確認
してください

町のニュースや出来事、西ノ島町の情報を

ヒオウギ貝をプロトン凍結してお届けしま

西ノ島で獲れた梅や橙を丁寧に加工し、国

集めた総合誌『にしのしま』を 1 年間分郵

す！ご家庭でいつでも旬の味を楽しめる

産・無添加のジャムを作りました。

送します。令和 4 年 4 月までにお申し込

セットです。

本セットは、橙ジャムと完熟梅ジャムをそれ

みを頂いた場合、令和 4 年 5 月号～令和 5
年 4 月号までをお届けします。

発送：10 月～ 3 月頃、8 月～ 9 月

ぞれ 100g/ 瓶、150g/ 瓶の 4 瓶セットです。

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

発送元／（有）安藤本店

※配送日時のご指定はできません
発送元／西ノ島町
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6 ～ 10 ポイントコース（寄附額 6,000 円～ 10,000 円）※次ページもあります
00712

【寄付額 7,000 円】

00715

本年度より取り扱いスタート

焼火窯フリーカップ

島根県ふるさと工芸品認定、焼火窯

フ

【寄付額 7,000 円】

大人も子供も楽しめます！

家族みんなで
隠岐誉セット

00716

【寄付額 7,000 円】

２本セットよりお得です！

あごだしつゆ
４本セット

隠岐を代表するお酒「隠岐誉」。本セット

西ノ島町産の飛魚（あご）を使用した贅沢

リーカップ。１つずつ手作りのため、全く

はお子様でも楽しんでいただけます。酒粕

なだしつゆ 250ml の 4 本セット。あご特

同じ形・色のものはございませんので、色

（500g/ 袋× 1 袋）は粕汁や甘酒等にご利

有の旨味を感じてください。煮物や麺類に

用ください。お酒は「隠岐誉大吟醸斗瓶囲

も。２本セットよりもお得なセットとなっ

い」（300ml/ 本× 1 本）
。

ております！

や形のご指定はできません。

発送元／焼火窯

00717

【寄付額 7,000 円】

海藻からできる焼酎 3 種

海藻焼酎ミニ 3 本セット

発送：2 月中旬～ 5 月頃
発送元／（有）安藤本店

00801

【寄付額 8,000 円】

お刺身、天ぷら、フライ等に！

プロトン
活〆剣先イカ

発送元／西ノ島町

00802
お電話にて
在庫確認
してください

【寄付額 8,000 円】

西ノ島の自然の香り ・ 味を
お楽しみ下さい！

日本ミツバチのはちみつ

隠岐酒造が特許を取得した独自の製法で、

活きたイカを活〆し、プロトン凍結商品で

西ノ島で育てられた日本ミツバチが集めた

海草から作った焼酎の三種セット。アル

す。活〆にすることで、解凍後も活きてい

蜜を採蜜したはちみつ。場所や年により味

コール度数 25 度以上。
「3 年熟成いそっこ」

た様な新鮮さです。流水にて 30 分解凍後、

が異なる日本ミツバチのはちみつは「百花

お好みの調理方法にてお召し上がりくださ

蜜」とも呼ばれています。非加熱のはちみ

い。（SS サイズ 8 杯）

つ（150g/ 瓶× 1 瓶）をお届けします。

「長期熟成いそっこ」「完熟海藻焼酎わだつ
みの精」、熟成期間の違う 3 種を飲み比べ
ていただけます。（各 180ml/ 本）。
発送元／（有）安藤本店

00803

【寄付額 8,000 円】

お酒にも、ごはんにも合う

西食
いわし味醂干しセット

発送：10 月～ 1 月頃
発送元／柴田 照輝

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

00904
数量限定

【寄付額 9,000 円】

四季折々の西ノ島を楽しんでください

丹野志摩写真集
「隠岐の島西ノ島」

00909

【寄付額 9,000 円】

西ノ島の梅で作りました！

西ノ島梅ドリンク

隠岐で水揚げされた脂がのったイワシを 1

1995 年千葉県から西ノ島へ移住し、島の

西ノ島で獲れた梅でドリンクを作りまし

つ 1 つ手作業で美味しい干物にしました。

風景・文化、島に暮らす人々を撮り続けて

た。さっぱりとした味で、冷やして飲むと

味醂の照りと香ばしい香りが食欲をそそり

いる丹野志摩さんの写真集。限定で特製
「め

とても美味しいです。夏バテでお疲れ気味

ます（160g/ 袋× 3 袋）。

ど岩」クリアファイル付。

の体に、スポーツ後に、お子様のおやつの

※配送日時のご指定はできません
発送元／（株）西食

発送元／丹野 志摩 ・ 西ノ島町

－8－

お供に是非！（180ml/ 本× 10 本）
発送元／（有）安藤本店

6 ～ 10 ポイントコース（寄附額 6,000 円～ 10,000 円）※次ページもあります
00910

【寄付額 9,000 円】

1 つ 1 つがデザインが異なります

焼火窯

箸置き
5 個セット

00911

【寄付額 9,000 円】

オリジナルデザインの盃付き！

隠岐誉寿 ・ 平盃セット

01001

【寄付額 10,000 円】

西ノ島近海の新鮮なサザエ！

活サザエ 約 2.5kg

島根県ふるさと工芸品認定、焼火窯の新商

純金箔入りの「隠岐誉

寿」（720ml/ 本

西ノ島の人達が素潜りやかなぎ漁で獲った

品。箸置き 5 個セットです。１つずつ手作

× 1 本）とオリジナルデザインの oki 平盃

サザエです。リピーター多数の人気モノ。

りのため、全く同じ形・色のものはござい

２個のセット。お祝いごとなどにオススメ

ません。色や形のご指定はできません。同

です。

発送：7 月中旬～ 4 月末頃

デザインの 5 個セットになります。
発送元／焼火窯

01016

【寄付額 10,000 円】

いわがき養殖発祥の地よりお届け！

隠岐のいわがき

発送元／（有）安藤本店

01017

【寄付額 10,000 円】

生よりも殻が開けやすくなっています

プロトン
隠岐のいわがき

発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

01021

【寄付額 10,000 円】

旬の味をいつでもご家庭で

プロトン
活〆剣先イカМ

届いた時にその大きさに驚く人多数。水揚

解凍後は生食でもお召し頂ける鮮度を保っ

活きたイカを活〆し、プロトン凍結商品で

げから出荷までの衛生管理を徹底し、出荷

た冷凍品です。隠岐のいわがきのうま味を

す。活〆にすることで、解凍後も活きてい

するため、安心・安全ないわがきをご堪能

ご堪能ください。サイズによって個数が異

た様な新鮮さです。流水にて 30 分解凍後、

頂けます。サイズによって個数が異なりま

なります（6 ～ 7 個程度）
。

お好みの調理方法にてお召し上がりくださ

す（6 ～ 8 個程度）。
発送：3 月上旬～ 6 月上旬頃
発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

01023

【寄付額 10,000 円】
冷でお楽しみください！

隠岐誉 冷酒 ・
タンブラーセット

発送：10 月～ 12 月、8 月～ 9 月

い。
（M サイズ 6 杯）
発送：10 月～ 1 月頃

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

01024

【寄付額 10,000 円】
爽やかな口当たりと旨味

隠岐誉 純米酒
山田錦 1.8L

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

01025

【寄付額 10,000 円】
お土産としても人気商品

イロトリドリ
ヒオウギ貝 20 枚セット

冷やして楽しむ夏にオススメの「隠岐誉

隠岐産の山田錦（米）から醸造した純米酒

西ノ島の海で大切に育てられた色とりどり

吟醸生貯蔵酒」
（300ml/ 本× 2 本）とオ

（1.8L/ 本× 1 本）
。仕込み水は「日本名水

ヒオウギ貝。赤・紫・オレンジ・黄色など

リジナルデザインの oki タンブラー 2 個を

百選」に選ばれた良水を使用。冷か燗をし

があります。お刺身、バター焼き等にご使

セットにしてお届けします。

てご賞味ください。

用いただけます。
＊発送：10 月～ 6 月頃
☆月曜 ・ 火曜日のお届け不可

発送元／（有）安藤本店

発送元／（有）安藤本店

－9－

発送元／天草鮮魚店

6 ～ 10 ポイントコース（寄附額 6,000 円～ 10,000 円）
01026 - 【寄付額 10,000 円】
01 ～ 04 焼火窯の人気商品

焼火窯

湯呑み
2 個セット

01026-01

01026-02

01026-04

飴色

灰白色

枯草色

島根県ふるさと工芸品認定、焼火窯 湯呑
み 2 個セットです。形はご指定いただけ
ませんが、色は＜飴色（左）
・灰白色（中）
・
枯草色（右）＞からお選び下さい。
焼き物は高温の窯で焼成しますが、その際
の火のあたり方が一定ではないため、同じ
釉薬・土を使っていても仕上がりの色が異
なる場合があります。
発送元／焼火窯

01031

【寄付額 10,000 円】

1 つ 1 つがデザインが異なります

焼火窯 ねこマドラー
5 本セット

01029
数量限定

【寄付額 10,000 円】

イカといわがきの２つの味を楽しめる

（株）日本海隠岐活魚倶楽部
プロトンセット

プロトン凍結技術により急速冷凍した「プ

01030

【寄付額 10,000 円】

独自の製法で発酵させた海藻焼酎

海藻焼酎 浮玉
いそっ子

海の恵みと太陽のエネルギーによって生ま

ロトン凍結商品」のイカといわがきの限定

れた海藻類とお米を原料として隠岐酒造

セットです。（いわがき L サイズ 4 個、イ

（株）独自の製法で発酵させ、減圧蒸留し

カ SS サイズ 4 杯）

た焼酎です。ほのかな磯の香りが特徴です。

発送：10 月～ 1 月頃

アルコール度 25 度（720ml/ 個× 1 個）。

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

発送元／（有）安藤本店

01032

【寄付額 10,000 円】
１つ１つ手作りです！

焼火窯コーヒーカップ
＆ソーサーセット

01033
数量限定

【寄付額 10,000 円】

その年初めての隠岐誉をどうぞ！

隠岐誉 初しぼりセット

島根県ふるさと工芸品認定、焼火窯のねこ

島根県ふるさと工芸品認定、焼火窯

を模したマドラー 5 色セットです。先の

ヒーカップ＆ソーサーです。

隠岐誉 新酒第一号 初しぼり生原酒です。

部分は猫の手、柄の部分は猫の顔がデザイ

1 つずつ手作りのため、全く同じ形・色の

この時期限定、地元で予約完売する「隠岐誉

ンされています。１つずつ手作りのため、

ものはございません。

初しぼり」を店主おススメの西ノ島産、いわ

全く同じ形・色のものはございませんので、

形・色はご指定いただけません。

しの味醂干しとセットでお届けいたします。

コー

日本名水百選の隠岐の水で仕込んだ、今年の

発送：1 月～ 3 月末頃

色や形のご指定はできません。
発送元／焼火窯

発送元／焼火窯

発送元／（有）安藤本店

11 ～ 15 ポイントコース（寄附額 11,000 円～ 15,000 円）※次ページもあります
01110

【寄付額 11,000 円】

隠岐誉の飲み比べができる

隠岐誉
飲み比べセット

01111-02
数量限定

【寄付額 11,000 円】

熟成された隠岐誉をお楽しみ下さい

隠岐誉
ひやおろしセット

（株）隠岐酒造を代表するお酒である「隠

秋季限定！厳冬に仕込まれた純米酒が熟成

岐誉」
。「大吟醸斗瓶囲い」と「吟醸生貯蔵

を待ち、秋に生詰めされた「隠岐誉ひやお

酒」
（各 300ml）２種類の隠岐誉の飲み比

ろし」と、西ノ島近海産、新鮮な旬の魚で

べをオリジナルの利き猪口でお試しいただ

作る干物（2 袋）のセットです。ひやおろし

けるセットです。

は隠岐産の山田錦で仕込まれた隠岐誉です。

発送元／（有）安藤本店

01112

【寄付額 11,000 円】

イカとヒオウギ貝の２つの味を楽しめる

（株）日本海隠岐活魚倶楽部
プロトンセットⅡ

『プロトンヒオウギ貝』と『プロトン活〆
剣先イカ』のセットとなります。旬の時期
にプロトン凍結技術により急速冷凍した西
ノ島の特産品をお楽しみいただける限定
セットです。（イカ S サイズ 4 杯、ヒオウ
ギ貝 10 枚）

発送：10 月～ 12 月頃

発送：7 月末頃～ 12 月頃

発送元／（有）安藤本店

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

－ 10 －

11 ～ 15 ポイントコース（寄附額 11,000 円～ 15,000 円）
01113

【寄付額 11,000 円】

西ノ島産サザエをふんだんに使用

西食さざえセット

01114

【寄付額 11,000 円】

隠岐を代表するお酒「隠岐誉」

隠岐誉 大吟醸

お電話にて
在庫確認
してください

【寄付額 11,000 円】

01115

冷やしてお召し上がりください

数量限定

春の純米酒セット

酒の肴や炊き込みご飯にオススメの「漁師

爽やかな香りと滑らかで、みずみずしく、

春限定の純米生酒（冷酒）
「隠岐誉

純米

煮（70g/ 袋× 2 袋）」と「さざえ飯（200g/

きめ細やかな甘味。後味はすっきりとした

酒山田錦旬しぼり」「隠岐誉

パック× 2 パック )」のセット。隠岐の家

辛口のお酒です。10 ～ 15 度で冷やして

純米生様」（各 720ml）をセットにしまし

庭の味をご家庭でもお気軽に。

飲むのがオススメです
（720ml/ 本× 1 本）
。

た！お花見に、歓迎会に、いかがでしょう

しぼりたて

か。
発送：5 月～ 6 月頃
発送元／（株）西食

01207

「隠岐誉

発送元／（有）安藤本店

【寄付額 12,000 円】

01209

暑い季節に冷やでどうぞ

隠岐誉 涼彩セット

【寄付額 12,000 円】
おめでたい席にどうぞ！

隠岐誉 寿
純金箔セット

発送元／（有）安藤本店

01402
数量限定

【寄付額 14,000 円】

隠岐で獲れたイカ ・ イワシの干物

西食干物セット

吟醸生貯蔵酒」（300ml/ 本× 5

「隠岐誉 純金箔入」
（720ml/ 本× 3 本）の

柔らかく上品な味わいの「白いかするめ（2

本）のセット。暑い季節に冷やして飲むの

セット。お正月などのお祝いごとなどの際

袋）」と、脂がのった良質のいわしを 1 つ

がオススメです。

にオススメです。

1 つ手作りで作った「いわし味醂干し（2
袋）
」のセット。

発送元／（有）安藤本店

01403

発送元／（有）安藤本店

【寄付額 14,000 円】
焼火窯の人気商品

焼火窯 湯呑み
かいらぎ系2個セット

島根県ふるさと工芸品認定、焼火窯

のか

01506

【寄付額 15,000 円】
我が家でも鏡開き気分！

おうちで
鏡開きセット

発送元／（株）西食

01507

【寄付額 15,000 円】

出雲杜氏自醸清酒品評会 最優秀賞

隠岐誉
大吟醸

斗瓶囲い

日本のお祝いごとでおなじみの『鏡開き』。

お米の山田錦を 35% まで磨き、出雲杜氏

いらぎ系の湯呑み 2 個セットです。形は

このセットなら鏡開き気分を味わえるか

の伝統の技で作られたお酒。上槽は袋吊り

ご指定いただけません。

も。「隠岐誉 こも樽」
（1.8L/ 個× 1 個）に

により、自然の圧力により出てくるお酒の

隠岐誉オリジナルの木升２個付きです。

しずくを斗瓶で取り、斗瓶囲いで低温貯蔵
した原酒です（720ml/ 本×１本）。

発送元／焼火窯

発送元／（有）安藤本店

－ 11 －

発送元／（有）安藤本店

16 ～ 20 ポイントコース（寄附額 16,000 円～ 20,000 円）
【寄付額 17,000 円】

01701

鱗や内臓の処理も承ります
のぼるさんの

01705

うみさちセット

【寄付額 17,000 円】

隠岐誉オリジナルグラス付

隠岐のお酒セット

只今準備中
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。
発送：10 月～ 11 月中旬、3 ～ 5 月
☆月曜 ・ 火曜日のお届け不可
発送元／天草鮮魚店

上撰「御所」（1.8L/ 本× 1 本）と珍しい
海藻焼酎「わだつみの精」
（720ml/ 本× 1
本）をセットでお届けします。
隠岐の美しい海を思い浮かべながら、ぜひ
ご堪能下さい。
発送元／（有）安藤本店

21 ～ 39 ポイントコース（寄附額 21,000 円～ 39,000 円以下）※次ページもあります
02302

【寄付額 23,000 円】
彩り豊かな貝のセット

養殖アワビ ・
ヒオウギ貝セット

02303

【寄付額 23,000 円】

本町ふるさと納税の人気コンビ

天然 活アワビ ・
活サザエセット

02402

【寄付額 24,000 円】

大容量で取り扱いスタート！

日本ミツバチの
はちみつ特大

お電話にて
在庫確認
してください

西ノ島の海で大切に育てられた養殖アワビ

本町のふるさと納税の返礼品でも人気のア

レギュラーサイズ（150g/ 瓶）の 3 倍以

（約 0.5kg）と色とりどりのヒオウギ貝（10

ワビ（約 0.5kg）とサザエ（約 1.0kg）をセッ

上の量となる大容量（500g/ 瓶× 1 瓶）で、

枚）をセットでお届けします。

トでお届けします。

＊発送：10 月～ 6 月頃
☆月曜 ・ 火曜日のお届け不可

発送：7 月下旬～ 9 月、1 月～ 4 月上旬

発送元／天草鮮魚店

発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

02503

【寄付額 25,000 円】

本町ふるさと納税の人気コンビ

天然 活アワビ ・
ヒオウギ貝セット

「日本ミツバチのはちみつ」をお届けしま
す。トーストやホットケーキ、紅茶などに
入れても美味しいです。

02701

【寄付額 27,000 円】
夏用に少し短めのサイズ

隠岐のはごろもコットンガーゼストール
（小サイズ）（風流染）

発送元／柴田 照輝

03004

【寄付額 30,000 円】
贈り物にも最適！

隠岐誉 大吟醸
斗瓶囲い 8 年貯蔵

本町のふるさと納税の返礼品でも人気のア

西ノ島の土・杉炭を主な顔料として、1 つ

品評会への出品するお酒として作った「隠

ワビ（約 0.5kg）と色とりどりのヒオウギ

1 つ手間をかけて染められたストールで

岐誉

貝（10 枚）をセットでお届けします。

す。綿 100％、
色・柄のご指定は頂けません。

本）を冷暗所で 8 年間眠らせたお酒。熟成

＊発送：2 月～ 4 月上旬頃
☆月曜 ・ 火曜日のお届け不可
発送元／天草鮮魚店

（サイズ：約幅 50cm × 70 ～ 80cm）

大吟醸

斗瓶囲い」（720ml/ 本× 1

された味わいと香りをお楽しみください。
桐箱に入れてお届け。

発送元／焼火窯

－ 12 －

発送元／（有）安藤本店

21 ～ 39 ポイントコース（寄附額 21,000 円～ 39,000 円以下）
03201

【寄付額 32,000 円】
約 6 ～ 7 枚の贅沢セット

養殖活アワビ

03601

【寄付額 36,000 円】

柔らかな養殖アワビとサザエのセット

養殖活アワビ ・
活サザエ（天然）セット

只今準備中
西ノ島で育てられた養殖アワビ。天然と同

西ノ島町育てられた養殖アワビ（6 ～ 7 枚）

じ海で育ち、身が柔らかいのが特徴です

と西ノ島近海で獲られた天然活サザエ（約

（6 ～ 7 枚入り）
。近年、天然に負けない位
多くのリピーター様よりご好評頂いていま
す。

1.0kg）をセットでお届けします。
発送：7 月中旬～ 4 月末頃
☆月曜 ・ 火曜日のお届け不可

☆月曜 ・ 火曜日のお届け不可
発送元／天草鮮魚店

発送元／天草鮮魚店

40 ポイント以上コース（寄附額 40,000 円以上）※次ページもあります
04001

【寄付額 40,000 円】

その大きさに圧倒される方多数！

天然 活アワビ約 1.0kg

04002

【寄付額 40,000 円】
山陰の冬の味覚

隠岐松葉ガニ 約 900g
＜活＞

04003

【寄付額 40,000 円】

絶妙な塩加減でボイルしてお届け！

隠岐松葉ガニ 約 900g

＜ボイル＞

西ノ島近海の恵まれた環境で育った天然物。

隠岐近海で水揚げされた松葉ガニを活きた

隠岐近海で水揚げされた松葉ガニを絶妙な

コリッとした食感とまろやかな甘みはお刺身

状態でお届けします。活きが良いので、お

塩加減でボイルしてお届けします（ボイル

はもちろんバター焼きもおすすめ。

刺身、しゃぶしゃぶなどでもお召し上がり

前の大きさが 900g 程度となります）。

いただけます。

発送：11 月中旬～ 12 月初旬、1 月下旬～ 2 月中旬

発送：7 月下旬～ 9 月中旬、1 月～ 4 月上旬

発送：11 月中旬～ 12 月初旬、1 月下旬～ 2 月中旬
発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

04005

【寄付額 40,000 円】

本年度より新たに仲間入り！

隠岐牛サーロイン 400g

肉の王様！隠岐牛のサーロインステーキ肉の
200 ｇ× 2 枚セットです！最上級の A5・A
４ランクの全体に広がる霜降りは口の中でほ
どけて溶け、肉の旨みと脂の甘味が強く感じ
られます。ぜひこの機会にご賞味ください。
＊配送日はご指定いただけません
冷凍便でのお届けとなります
発送元／肉のいのうえ

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

04401

【寄付額 44,000 円】
隠岐の自然に染められて

隠岐のはごろもコットンガーゼストール
（風流染）

西ノ島の美しい土を原料として 1 点 1 点手
作業で染めたストール。土は色を重ねて着色
しても混色しません。その特性を活かすデザ
インにしています。黄系、橙系、赤系、黒系
からお選びいただけます。
（サイズ約幅 50㎝
× 180㎝）綿 100％

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

05002
数量限定

【寄付額 50,000 円】

西ノ島の海の幸をたっぷりお届け！

貝づくしセット

天 然 活 ア ワ ビ（0.5kg）
、養殖アワビ
（0.5kg）
、活サザエ（2.5kg）
、ヒオウギ貝
10 枚を 1 回でお届けします！ BBQ やパー
ティなどにいかがでしょう。

＊柄はご指定いただけません

発送：1 月～ 4 月頃
☆月曜 ・ 火曜日のお届け不可

発送元／焼火窯

発送元／天草鮮魚店

－ 13 －

40 ポイント以上コース（寄附額 40,000 円以上）
05003

【寄付額 50,000 円】

離れて暮らす家族をつなぐ

みまもり訪問サービス
6 ヶ月

08401

【寄付額 84,000 円】
ふわっと軽く、あたたかい

隠岐のはごろもシルクストール
（風流染 ）

西ノ島町で暮らす親御さま等のご自宅に、
郵便局社員等が毎月 1 回訪問し、生活状
況を確認して、その結果をご家族等の報告
先へお知らせするサービスです。
生活状況は「7 項目＋選べる 3 項目」で、
ご利用者様の状況に応じた確認ができま
す。
※報告先は最大 3 件まで登録することが
可能です。

全国観光土産品連盟の第 59 回全国推奨観

発送元／日本郵便株式会社

発送元／焼火窯

光土産審査会の推奨品として認定されまし
た！ 600 万年の時を経て微粒子となった
隠岐の赤土、黄土等で染めています。黄系、
赤系、黒系からお選びください。
（サイズ
約幅 70㎝× 180㎝）絹 100％

10001

【寄付額 100,000 円】
離れて暮らす家族をつなぐ

みまもり訪問サービス
12 ヶ月

西ノ島町で暮らす親御さま等のご自宅に、
郵便局社員等が毎月 1 回訪問し、生活状
況を確認して、その結果をご家族等の報告
先へお知らせするサービスです。
生活状況は「7 項目＋選べる 3 項目」で、
ご利用者様の状況に応じた確認ができま
す。
※報告先は最大 3 件まで登録することが
可能です。
発送元／日本郵便株式会社

岩牡蠣養殖発祥の地・西ノ島
ふるさと納税のお礼の品としてもお送りしている「隠
岐のいわがき」
。西ノ島の海で愛情を込めて育てられた
岩牡蠣は、必ず紫外線殺菌海水で 20 時間以上浄化し
た後に出荷するため衛生管理も万全で、人気の特産品
です。
今では全国的にもメジャーとなった岩牡蠣の養殖で
すが、実は岩牡蠣の養殖は西ノ島が発祥の地なのです。
そんな西ノ島で育った「隠岐のいわがき」是非ご賞味
いただきたい 1 品です！

本町でもお礼の品やお土産品として人気
が高い、
「アワビ」
。ふるさと納税では、
「天
然」と「養殖」を取り扱っています。寄附
者様からもよく聞かれるのですが、簡単に２つのアワ
ビの違いをお教えします！
まずは「大きさ」。天然は大きさがまちまちですが、
養殖は 130g 程度の女性の掌サイズ程度が多いです。
次に「食感」。コリコリとしっかりした歯ごたえがあ
るのが天然。これに比べて養殖は柔らかく、刺身でも
食べやすいです。
「種類」については、天然は黒アワビが入ることもあ
りますが、多くが赤アワビです。養殖は全て赤アワビ
をお送りします。是非、
2 つを食べ比べてみてください。

－ 14 －

活アワビと養殖アワビ

天然アワビ

養殖アワビ

20 ポイントコース（寄附額 20,000 円）
02003
数量限定

西ノ島町の加工品を集めた定期便です！

西ノ島だんだん便 2022（年 3 回お届け）
西ノ島で作られた特産品を年 3 回にわたってお届けいたします。
今回のだんだん便は全便常温でのお届けとなるため、お届け日時のご希望はお受けせず、配送月になりましたら、
お届けさせていただきます（これまでのようにお電話やメール等での配送日確認は行いません）。
長期不在等でご都合が悪い日がございましたら、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

12 月

2月

西ノ島乾燥わかめ・めかぶ・
あかもく３種セット

5月

西ノ島ジャムセットミニ

春のおやつセット

（各 1 袋）

（橙ジャム 100g/ 瓶× 2 瓶、
完熟梅ジャム 100g/ 瓶× 2 瓶）

（隠岐誉酒粕クラッカー 2 袋、
梅ドリンク 3 本、
くろもじ花茶 1 袋）

発送元／（有）安藤本店

発送元／（有）安藤本店

発送元／（有）安藤本店

【
「西ノ島だんだん便 2022」の受付について】
西ノ島だんだん便の受付は、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

2021 年 10 月～ 11 月

わかめ・めかぶ・あかもくセット

西ノ島ジャムセットミニ

春のおやつセット

2021 年 12 月～ 2022 年 1 月

西ノ島ジャムセットミニ

春のおやつセット

わかめ・めかぶ・あかもくセット

2022 年 2 月～ 4 月

春のおやつセット

わかめ・めかぶ・あかもくセット

西ノ島ジャムセットミニ

2022 年 5 月～ 9 月

わかめ・めかぶ・あかもくセット

西ノ島ジャムセットミニ

春のおやつセット

西ノ島町

ふるさと納税

受付サイトのご紹介

現在、西ノ島町ではこのパンフレットの他、以下の 3 つのインターネットサイトでふるさと納税の受付を行っ
ております。パンフレットには掲載していないお礼の品もございますので、ぜひご覧ください。
①ふるさとチョイス

本町のお礼の品の数が
最も多いサイト。

②楽天ふるさと納税

楽天ポイントも付与さ
れます。ポイントでの
納税も可能です。

－ 15 －

③ふるり

他ではご紹介しきれな
い西ノ島町のストー
リーをお届けしていま
す。

30 ポイントコース（寄附額 30,000 円）
＊ 5 ページの【寄附者様へのお願い】をご確認くださいませ。

今年も受付開始です！

03007

西ノ島じょんじょん便 2022（年 3 回お届け）

数量限定

西ノ島で獲れた海産物を年 3 回にわたってお届けいたします。
＊各特産品下記載の配送時期の 1 ヶ月前くらいにお届け日についてお電話等でご連絡いたします。
＊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。

12-1 月

2月

プロトン活〆剣先イカ

ヒオウギ貝

（豆サイズ 2 杯、小サイズ 2 杯）
発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

9月
養殖アワビ・活サザエセット

（10 枚）

（養殖アワビ約 0.5kg、活サザエ約 1.0kg）

月曜 ・ 火曜日のお届け不可

月曜 ・ 火曜日のお届け不可

発送元／天草鮮魚店

発送元／天草鮮魚店

【
「西ノ島じょんじょん便 2022」の受付について】
西ノ島じょんじょん便の受付は、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

2021 年 10 月～ 11 月

プロトン活〆剣先イカ

ヒオウギ貝

養殖アワビ・活サザエセット

2021 年 12 月～ 2022 年 1 月

ヒオウギ貝

養殖アワビ・活サザエセット

プロトン活〆剣先イカ

2022 年 2 月～ 8 月

養殖アワビ・活サザエセット

プロトン活〆剣先イカ

ヒオウギ貝

LINE やっています！

＜島根県西ノ島町

「島根県西ノ島町

ふるさと納税＞

ふるさと納税」として、LINE での情報配信を行っ

ております。
今後もふるさと納税で皆さまにお送りしているお礼の品に関する情
報をはじめ、町の出来事や風景などの情報をお送りしています。
今後も新たな活用方法を検討しながら、情報発信等を行います。
是非、
「島根県西ノ島町

ふるさと納税」を友だち追加お願いします。

友だち追加お願いします！（QR コードから追加できます）
－ 16 －

60 ポイントコース（寄附額 60,000 円）
＊ 5 ページの【寄附者様へのお願い】をご確認くださいませ。

定期便一番人気！

06004

西ノ島ふるさと便 2022（年 4 回お届け）

数量限定

西ノ島町の特産品４品を旬の時期にお届けいたします。
＊各特産品下記載の配送時期の 1 ヶ月前くらいにお届け日についてお電話等でご連絡いたします。
＊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。

11 月

3-4 月

プロトン活〆剣先イカ

隠岐のいわがき

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

※サイズにより個数は異なります。

（6 ～ 8 個）

（5 ～ 6 杯）

発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

10 月

8-9 月中旬
天然 活アワビ

活サザエ

（約 1.0kg）

（約 1.0kg）

発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

【
「西ノ島ふるさと便 2022」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

2021 年 10 月

プロトン活〆剣先イカ

隠岐のいわがき

2021 年 11 月～ 2022 年 3 月

隠岐のいわがき

2022 年 4 月～ 8 月
2022 年 9 月

天然

活アワビ

活サザエ

天然

活アワビ

3 便目

天然

活アワビ

4 便目
活サザエ

活サザエ

プロトン活〆剣先イカ

活サザエ

プロトン活〆剣先イカ

隠岐のいわがき

プロトン活〆剣先イカ

隠岐のいわがき

－ 17 －

天然

活アワビ

150 ポイントコース（寄附額 150,000 円）
＊ 5 ページの【寄附者様へのお願い】をご確認くださいませ。

隠岐牛が新たに仲間入りしました！

西ノ島わがとこ便 2022（年 8 回お届け）

15005

特産品を旬の時期にお届けいたします。

数量限定

＊各特産品下記載の配送時期の 1 ヶ月前くらいにお届け日についてお電話等でご連絡いたします。
＊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。

11 月

12-1 月

安藤本店セット

（ ひ や お ろ し 720ml/ 本
× 1 本、乾燥わかめ・め
かぶ・あかもく 各 1 袋）

2月

松葉ガニ

3月

活サザエ

隠岐牛サーロイン

（約 600g、活またはボイル）

（約 1.0kg）

（200g × 2 枚セット）

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

発送元／肉のいのうえ

6月

7-8 月

9月

西食干物セット

活アワビ 天然養殖
食べ比べセット

発送元／（有）安藤本店

4月
隠岐のいわがき
（6 ～ 8 個）

※サイズにより個数は異なります。

発送元／天草鮮魚店、
（株）日本海隠岐活魚倶楽部

プロトン活〆剣先イカ

（いわし味醂干し 160g/
袋× 2 袋、白いかする
め約 100g（1 ～ 2 枚入
り）/ 袋× 2 袋）

（天然約 0.5kg、
養殖約 0.5kg 計約 1㎏）

発送元／（株）西食

発送元／天草鮮魚店

（5 ～ 6 杯）

発送元／（株）日本海隠岐活魚倶楽部

月曜 ・ 火曜日のお届け不可

◆先着 20 セット限定◆
あごだしつゆ（4 本）おまけ
寄附完了後 1 ヶ月以内に発送
発送元／西ノ島町

【「西ノ島わがとこ便 2022」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
2021 年 10 月
2021 年 11 月～ 12 月

1 便目

2 便目

安藤本店セット 隠岐松葉カニ
隠岐松葉カニ

活サザエ

隠岐牛
サーロイン
隠岐牛
隠岐の
2022 年 2 月
いわがき
サーロイン
西食
隠岐の
2022 年 3 月
いわがき
干物セット
西食
活アワビ天然養殖
2022 年 4 月～ 5 月
干物セット 食べ比べセット
活アワビ天然養殖 プロトン活〆
2022 年 6 月～ 7 月 食べ比べセット
剣先イカ
プロトン活〆
2022 年 8 月
安藤本店セット
剣先イカ
2022 年 1 月

活サザエ

3 便目

お届けする特産品
4 便目
5 便目

6 便目

西食
隠岐牛
隠岐の
活サザエ
いわがき
干物セット
サーロイン
西食
隠岐牛
隠岐の
活アワビ天然養殖
いわがき
干物セット 食べ比べセット
サーロイン
西食
隠岐の
活アワビ天然養殖 プロトン活〆
いわがき
干物セット 食べ比べセット
剣先イカ
西食
活アワビ天然養殖 プロトン活〆 安藤本店セット
干物セット 食べ比べセット
剣先イカ
活アワビ天然養殖 プロトン活〆 安藤本店セット 隠岐松葉カニ
食べ比べセット
剣先イカ
プロトン活〆
安藤本店セット 隠岐松葉カニ
活サザエ
剣先イカ
隠岐牛
安藤本店セット 隠岐松葉カニ
活サザエ
サーロイン
隠岐牛
隠岐の
隠岐松葉カニ
活サザエ
いわがき
サーロイン

－ 18 －

7 便目

8 便目

活アワビ天然養殖 プロトン活〆
食べ比べセット
剣先イカ
プロトン活〆
安藤本店セット
剣先イカ
安藤本店セット 隠岐松葉カニ
隠岐松葉カニ
活サザエ
隠岐牛
サーロイン
隠岐の
いわがき
西食
干物セット

活サザエ
隠岐牛
サーロイン
隠岐の
いわがき
西食
干物セット
活アワビ天然養殖
食べ比べセット

西ノ島町の行事・イベントをご紹介します！

ふるさと納税をして下さり、本町のことを知っていただいた寄附者の方からいただくお声で多いのが、
「西
ノ島へ行ってみたい」
「オススメの観光スポットはどこですか？」というお声です。
実際に西ノ島町へお越しいただき、「●●へ行きました！」
「●●を見てきました！」というお声をいただ
くこともございます。
今回は、そんなお声にお答えするため、西ノ島町の行事やイベントを一部ですがご紹介します！
※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、延期または中止となる場合があります。

春

○国賀開きキャンペーン【４月】
夕日カフェや町内にある神社の夜桜ライトアップ、国賀ビー
チクリーン、歓迎じょんじょん太鼓等、様々なイベントが開催
されます。

○とって隠岐ツーデーウォーク【５月】
西ノ島を含む、中ノ島（海士町）
・知夫里島（知夫村）の３
歓迎じょんじょん太鼓

夏

島を２日間かけてウォーキングするイベントです。絶景を見な
がら歩く最高のコースです。

○各神社の例大祭【7 月】（※奇数年のみ。2023 年は開催予定）
御神輿が出たり、神楽が舞われたりします。中には海上で花
火が上がるお祭りもあり、町の一大イベントとなっています。

○シャーラ船送り【8 月】
西ノ島で続くお盆行事です。お盆が終わる 16 日の朝に、ご
シャーラ船送り

秋

先祖様をのせたシャーラ船をみんなでお見送りします。

○美田八幡宮例大祭【9 月】（※奇数年のみ。2023 年は開催予定）
美田八幡宮例大祭では祭礼「神の相撲」
、
「獅子舞」
、
「田楽」
が奉納されます。なかでも、
「十方拝礼（しゅうはいら）
」と
呼ばれている田楽は国の重要無形民俗文化財に指定されていま
す。

○西ノ島ハーフマラソン【10 月】（※ 2021 年は開催中止）
十方拝礼

町のビックイベントです。最大標高差 257m のハードなコー
スですが、絶景を見ながら走れるコースにもなっています。

ふるさと納税でいただいた大切なご縁。お礼の品となっている特産品だけでなく、もっと西ノ島町の
ことをお知りいただける機会を増やしたいと考えております。
また今後とも引き続き、皆さまに楽しんでいただけるふるさと納税を目指し、お礼の品の充実をはじめ、
パンフレットや LINE 等での情報発信等を行ってまいります。
引き続き、島根県 西ノ島町 ふるさと納税をよろしくお願いいたします。

☆観光情報については・・・・
西ノ島町観光協会 HP に詳しく記載されています。
－ 19 －

https://nkk-oki.com/japan/

たくさんのご寄附ありがとうございます！
令 和 ２ 年 度

実 績 概 要

寄附件数

寄附総額

４, ０３２件

６８, ３７２, ５６７円

★令和元年度実績／ 2,811 件
★令和元年度比／ 1.43 倍

★令和元年度実績／ 49,780,000 円
★令和元年度比／ 1.37 倍

活 用 事 例
寄附金の使途の指定

寄附件数（件） 寄附金額（円）

1 医療・福祉に関する事業

1,882

29,221,104

2 環境の保全に関する事業

480

3 産業の振興に関する事業

主な充当事業の内容

充当額（千円）

➡ 1 障がいのある方の支援に…

11,300

8,639,177

➡ 2 町内の環境美化に…

11,500

381

7,349,421

➡ 3 新規就業者の支援に…

4,000

4 教育・文化の振興に関する事業

503

7,755,455

➡ 4 児童・生徒用図書に…

1,500

5 災害復旧に関する事業

113

1,422,115

➡ 5 災害時備蓄消耗品・食料に…

6 その他町長が必要と認める事業

673

13,985,295

➡ 6 シオン・みた保育園の運営に…

★その他町長が必要と認める事業

★教育・文化の振興に関する事業

主な充当事業：

主な充当事業：

シオン・みた保育園の運営に…

★産業の振興に関する事業

主な充当事業：

児童・生徒用図書に…

新規就業者の支援に…

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。
―

お申込み・お問い合わせ先

西ノ島町役場

〒 684-0303

企画財政課

ー

ふるさと納税担当

島根県隠岐郡西ノ島町大字美田 600 番地 4

TEL：08514-6-0105

FAX：08514-6-0683

MAIL：kikakuzaiseika@town.nishinoshima.shimane.jp

＼ 西ノ島町公式アカウントで情報発信中 ／
Instagram

西ノ島町の魅力を写真に収めて発信しています。

Facebook

観光ＰＲや定住促進につながることを目的に、
町の情報を幅広く発信しています。

YouTube

観光ＰＲ動画や、西ノ島チャンネル（自主放送）
よりピックアップした映像をお届けしています。

200
11,500

