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島根県隠岐郡

海士町



海士町は島根半島の沖、日本海に浮かぶ四つの有人島の一つ、島前の中ノ島
にある、人口約2,300人の半農半漁の町。734年（奈良時代）に御流の地と定め
られ、承久の変に敗れた後鳥羽上皇がご配流になって19有余年、島でお亡くな
りになった歴史があります。
離島は、急激に進んだ少子高齢化・過疎化など島国日本の縮図です。しかし、
島には日本らしさがまだ残っており、そこには新しい価値観と問題解決のヒン
トがあり、最後尾から最先端への可能性を秘めています。
私たちはこれからも、離島のハンデイキャップをアドバンテージに「確かな
明日へ」向かって、「小さな島の挑戦」を続けます。「ふるさと納税制度」に
よる、皆さんの海士町への熱い思いを心からお待ちしています。

海⼠町⻑ ⼤ 江 和 彦

（1）誰もが安心して暮らせる島の環境施備に関する事業

（2）島の自然環境や伝統文化、営みの継承と発展に関する事業

（3）島まるごと教育の魅力化に関する事業

（4）地方と都市、海外との交流による人材育成に関する事業

（5）地域資源を活用した地場産業の振興に関する事業

（6）島の持続可能な経済循環の実現に関する事業

（7）地区の振興に関する事業

（8）海士町未来投資基金に関する事業

（9）新型コロナウィルス等海士流支え合い基金に関する事業
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島根県 海士町

【便利な個包装】高級朝どれ白いか
丸ごと3本セット【ぜひお刺身で！
】

10,000円

ご自宅で、ぷりぷり甘い高級白いか
のお刺身を。夜通し行われる漁から
戻り、朝水揚げされた白いか（剣先
いか）をそのままの鮮度でお届けい
たします！

【全国ご当地どんぶりTOP10！】寒
シマメ肝醤油漬け80g×5個◆天然醸
造醤油使用

10,000円

解凍してそのままご飯に乗せるだけ
！海士町の有名なソウルフード「寒
シマメ肝醤油漬け丼」をお楽しみい
ただけます。「全国ご当地どんぶり
選手権」でも数回トップ10入りを果
たした、人気の丼ぶりです！新鮮な
スルメイカだからこそ感じられる深
みのある味わい。余計な物…

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きSサイズ×2個（340g～470g）◆
ナイフ付き

5,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ2個セット！総重
量340g～470g分です。

【A5・A4等級】幻の黒毛和牛・隠岐
牛上カルビ焼肉用500g＜天然塩付き
＞

22,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」の上カル
ビ焼肉500g！A5・A4等級のとろける
上質なお肉です。一般市場にはほと
んど出回っていない「本物」のブラ
ンド牛を、この機会にぜひご賞味く
ださい！

旨味たっぷり！旬の朝どれ寒シマメ
（スルメイカ）丸ごと5本（1kg～1.
25kg）＜便利な個包装＞

10,000円

鮮度は釣りたてそのまま！旬感冷凍
で旨味が詰まった寒シマメ（スルメ
イカ）。スルメイカのことを隠岐諸
島では「シマメ」と呼び、特に美味
しい冬の時期のスルメイカを「寒シ
マメ」と呼んでいます。冬の時期に
とれる寒シマメには肉厚の身だけで
はなく、肝にも脂の乗った…

【A5・A4等級】幻の黒毛和牛・隠岐
牛上盛合せ焼肉用400g＜天然塩付き
＞

25,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」の上盛合
せ焼肉用400g！A5・A4等級のとろけ
る上質なお肉です。一般市場にはほ
とんど出回っていない「本物」のブ
ランド牛を、この機会にぜひご賞味
ください！

【殻剥き不要】ブランド岩牡蠣「春
香」殻なしSSサイズ×4個（400g～4
80g）

10,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」SSサイズの4個セット！
総重量400g～480g分です。

海士の塩セット

5,000円

海士の塩は、日本名水百選「天川の
水」が流れ込み保々湾の海水を使い
天日干しでゆっくりと作られていま
す。海士乃塩、サランオキと、色々
な料理に楽しめるブレンド塩6種類
を詰め合わせ。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きSSサイズ×6個（840g～1.02kg
）◆ナイフ付き

10,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」SSサイズ6個セット！総
重量840g～1.02kg分です。

【殻剥き不要】ブランド岩牡蠣「春
香」殻なしタイプSサイズ×7個（84
0g～1.12kg）

20,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズの7個セット！総
重量840g～1.12kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きSサイズ×5個（850g～1.175kg
）◆ナイフ付き

10,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ5個セット！総重
量850g～1.175kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きMサイズ×4個（940g～1.2kg）
◆ナイフ付き

10,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ4個セット！総重
量940g～1.2kg分です。
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【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLサイズ×3個（900g～1.2kg）
◆ナイフ付き

10,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ3個セット！総重
量900g～1.2kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付き巨大4Lサイズ×2個（1.2kg～1.
6kg）◆ナイフ付き

10,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」巨大な4Lサイズ2個セッ
ト！総重量1.2kg～1.6kg分です。

【A5・A4等級】希少部位！黒毛和牛
・隠岐牛肉塊セット2.4kg＜天然塩
付き＞

150,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」のブロッ
ク肉2.4kgセット！一頭の牛からわ
ずかしか取れない希少部位をセット
にしました。A5・A4等級のとろける
上質なお肉です。一般市場にはほと
んど出回っていない「本物」のブラ
ンド牛を、この機会にぜひご賞味く
ださい！

小さな白いか姿6パックセット

10,000円

鮮度抜群の小さな白いかは身が柔ら
かく甘いです。げそと腰部分はボイ
ル済みですので上身を縦にカットす
るだけでご家庭で白いかの姿造りを
お手軽に楽しめます。

【贅沢！寒シマメ堪能セット】肝醤
油漬け×しゃきしゃき漬け×ゲソ玄
米粉唐揚げ

10,000円

鮮度抜群で旨味が詰まった旬の寒シ
マメ（スルメイカ）を堪能できる贅
沢なセット！海士町のソウルフード
「寒シマメ肝醤油漬け」、耳と上身
の食感がたまらない「寒シマメしゃ
きしゃき漬け」、サクサクやわらか
「寒シマメゲソ玄米粉唐揚げ」の3
商品をセットにしました。

濃厚な旨味！旬の寒シマメ（スルメ
イカ）しゃきしゃき漬け80g×6個（
480g）＜天然醸造醤油使用＞

10,000円

寒シマメ（スルメイカ）の新鮮でシ
ャキシャキ食感の耳と肉厚で甘みの
ある上身を、オリジナルの肝醤油ダ
レと和えた逸品です！丁寧に漉した
寒シマメの肝と天然醸造醤油を絶妙
なバランスで混ぜて醤油ダレを作り
ました。あつあつご飯に乗せて丼ぶ
りとしても、お酒のあてになる一品
料理としてもお楽しみいただけます
。

ひおうぎ貝ドリアセット

10,000円

色鮮やかな貝殻が特徴のひおうぎ貝
を使った、見た目にも楽しいドリア
です。電子レンジで温めるだけの簡
単調理です。

朝どれ高級白いかの島風干し4枚セ
ット（280g～350g）			

10,000円

【朝どれ高級白いか堪能セット】島
風干し×ちょっと漬け×耳＆ゲソ米
粉唐揚げ

10,000円

鮮度と甘みが抜群の朝どれ高級白い
か（剣先いか）を4種類堪能できる
セットです！潮風と天日干しで旨味
を凝縮した「白いか島風干し」、特
製醤油ダレにちょっとだけ漬け込ん
だ「白いかちょっと漬け」、サクサ
クやわらか「白いか耳米粉唐揚げ」
＆「白いかゲソ米粉唐揚げ」の4商
品を贅沢にセットにしました！

【令和2年産】海士の本氣米白米5kg
◆高級梅◆天然塩梅むすびセット

15,000円

精米したての令和2年度産新米「海
士の本氣米」5kgと高級梅干し「蘇
婆訶梅（そわかうめ）」5粒（個包
装）、天然塩「海士乃塩」100gをセ
ットにしてお届けします。素材の味
を贅沢に感じる梅むすびをぜひ作っ
てみてください！

海鮮炊き込みご飯セット

10,000円

島の炊き込みご飯は主役の海産物を
引き立てるシンプルな味つけ。旨み
を感じる絶品炊き込みご飯。電子レ
ンジ調理なので面倒な料理はいりま
せん。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きMサイズ×6個（1.41kg～1.8kg
）◆ナイフ付き

15,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ6個セット！総重
量1.41kg～1.8kg分です。
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【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きSSサイズ×8個（1.12kg～1.36k
g）◆ナイフ付き

15,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」SSサイズ8個セット！総
重量1.12kg～1.36kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きSサイズ×7個（1.19kg～1.645k
g）◆ナイフ付き

15,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ7個セット！総重
量1.19kg～1.645kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLサイズ×5個（1.5kg～2kg）◆
ナイフ付き

15,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ5個セット！総重
量1.5kg～2kg分です。

【殻剥き不要】ブランド岩牡蠣「春
香」殻なし巨大3Lサイズ×3個（960
g～1.2kg）

15,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」の巨大な3Lサイズの3個
セット！総重量960g～1.2kg分です
。

海士の海鮮フライセット

15,000円

海士町の海産物をフライで堪能でき
る盛り合わせセット

豆アジ三昧セット

15,000円

旬の時期に水揚げされたアジは小さ
いサイズでも脂ののりが抜群。定番
のアジフライと骨まで食べられる3
種の唐揚げを詰めました。素揚げ用
とノーマルタイプは海士乃塩仕立て
。島の万能調味料、こじょうゆ味噌
に漬け込んだタイプもあります。

岩がき簡単調理セット

15,000円

海士町が誇るブランド「いわがき春
香」。レンジ、オーブンで簡単に食
べられるセットです。自然豊かな海
士町の海の幸をいつでもお手軽に楽
しめます。

海士の貝づくしセット

15,000円

海士町が誇るブランドいわがき「春
香」を生食で楽しめるハーフシェル
と、さざえの壺焼き、ひおうぎ貝ド
リアのセット。貝の美味しさを色ん
な調理法で楽しめます。

寒シマメ三昧セット

15,000円

海士町で冬季に獲れる鮮度抜群の寒
シマメ（スルメイカ）を使った三昧
セットです。旬感冷凍で旨味が詰ま
った「寒シマメ」、海士町のソウル
フード「寒シマメ肝醤油漬け」、サ
クサクやわらか「寒シマメゲソ玄米
粉唐揚げ」の3商品をセットにしま
した。

朝どれ白いか食べ尽くしセット

15,000円

濃厚な甘みと透明感が特徴の高級白
いか(剣先いか)のお刺身と島風干し
が楽しめるセットです。

海士の塩セット（瓶入り）

15,000円

海士の塩は、日本名水百選「天川の
水」が流れ込み保々湾の海水を使い
天日干しでゆっくりと作られていま
す。海士乃塩、サランオキと、色々
な料理に楽しめるブレンド塩5種類
を詰め合わせ。

シフォニア導入美容液60mL（約２ヶ
月分）

15,000円

海士町の海域で採取された海藻から
希少な美容液成分を抽出しました。
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隠岐牛上切り落とし

20,000円

幻の黒毛和牛島であることを活かし
たミネラル分豊富な地元飼料を食べ
、隠岐の自然環境で育った「島生ま
れ、島育ち、隠岐牛」をご賞味くだ
さい。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きSSサイズ×11個（1.54kg～1.87
kg）◆ナイフ付き

20,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」SSサイズ11個セット！総
重量1.54kg～1.87kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きSサイズ×10個（1.7kg～2.35kg
）◆ナイフ付き

20,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ10個セット！総
重量1.7kg～2.35kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きMサイズ×8個（1.88kg～2.4kg
）◆ナイフ付き

20,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ8個セット！総重
量1.88kg～2.4kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLサイズ×6個（1.8kg～2.4kg）
◆ナイフ付き

20,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ6個セット！総重
量1.8kg～2.4kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLLサイズ×5個（2kg～2.5kg）
◆ナイフ付き

20,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」LLサイズ5個セット！総
重量2kg～2.5kg分です。

海士のいか三昧セット

20,000円

濃厚な甘みと透明感が特徴の白いか
と、旨みが詰まった寒シマメをお刺
身、醤油漬け、唐揚げと色々な調理
法で味わいつくせるいかづくしセッ
ト

今が旬！朝どれ寒シマメ特大サイズ
（350-500g）丸ごと5本セット

20,000円

海士のいか詰め合わせセット

20,000円

高級な白いかのお刺身と寒シマメの
お刺身が両方楽しめるいか詰め合わ
せセットです。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きSSサイズ×15個（2.1kg～2.55k
g）◆ナイフ付き

25,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」SSサイズ15個セット！総
重量2.1kg～2.55kg分です。

【殻剥き不要】ブランド岩牡蠣「春
香」殻なし巨大3Lサイズ×5個（1.6
kg～2kg）

25,000円

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きSサイズ×12個（2.04kg～2.82k
g）◆ナイフ付き

25,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ12個セット！総
重量2.04kg～2.82kg分です。
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【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きMサイズ×10個（2.35kg～3kg）
◆ナイフ付き

25,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ10個セット！総
重量2.35kg～3kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLサイズ×8個（2.4kg～3.2kg）
◆ナイフ付き

25,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ8個セット！総重
量2.4kg～3.2kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLLサイズ×6個（2.4kg～3kg）
◆ナイフ付き

25,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」LLサイズ6個セット！総
重量2.4kg～3kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きMサイズ×12個（2.82kg～3.6kg
）◆ナイフ付き

30,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ12個セット！総
重量2.82kg～3.6kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLサイズ×10個（3kg～4kg）◆
ナイフ付き

30,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ10個セット！総
重量3kg～4kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLLサイズ×7個（2.8kg～3.5kg
）◆ナイフ付き

30,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」LLサイズ7個セット！総
重量2.8kg～3.5kg分です。

いわがき三昧セット

30,000円

海士町が誇るブランドいわがき「春
香」の詰め合わせセット。生食で楽
しめるハーフシェル、フライ、ドリ
ア、グラタン、ご飯と、まさにいわ
がきづくし。芳醇でさわやかな甘み
のいわがきをお楽しみください。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付き巨大4Lサイズ×6個（3.6kg～4.
8kg）◆ナイフ付き

30,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」巨大な4Lサイズ6個セッ
ト！総重量3.6kg～4.8kg分です。

【殻剥き不要】ブランド岩牡蠣「春
香」殻なしタイプMサイズ×10個（1
.6kg～2.2kg）

30,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズの豪華10個セッ
ト！総重量1.6kg～2.2kg分です。

白いかと岩がき春香セット

30,000円

高級な白いかのお刺身と、ブランド
いわがき春香の生食が楽しめる詰め
合わせセットです。

朝どれ白いか（特大）セット

30,000円

【数量限定！！】高級食材の白いか
。その中でも大きいサイズは高級料
亭でしかお目に掛かれません。身も
かなり分厚く、モチモチとした食感
ととろけるような甘さはイカ好きな
ら1度は食べてほしい逸品。数量限
定ですのでぜひご賞味ください！

海士町ブランド詰め合わせセット

30,000円

海士町を代表するブランド特産品が
一度に楽しめる詰め合わせセットで
す。自然豊かな海士町の海の幸、山
の幸を凝縮した特別なものになって
おります。この機会にぜひご賞味く
ださい！
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島根県　海士町

【A5・A4等級】幻の黒毛和牛・隠岐
牛サーロインステーキ400g＜天然塩
付き＞

40,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」のサーロ
インステーキ2枚（400g）セット！A
5・A4等級のとろける上質なお肉で
す。一般市場にはほとんど出回って
いない「本物」のブランド牛を、こ
の機会にぜひご賞味ください！

【A5・A4等級】幻の黒毛和牛隠岐牛
ロース・上赤身すき焼き用500g

34,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」のロース
＆上赤身すき焼き用500g！A5・A4等
級のとろける上質なお肉です。一般
市場にはほとんど出回っていない「
本物」のブランド牛を、この機会に
ぜひご賞味ください！

【A5・A4等級】幻の黒毛和牛隠岐牛
ロース・上赤身しゃぶしゃぶ用500g

34,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」のロース
＆上赤身しゃぶしゃぶ用500g！A5・
A4等級のとろける上質なお肉です。
一般市場にはほとんど出回っていな
い「本物」のブランド牛を、この機
会にぜひご賞味ください！

海士の本氣米（10kg）梅むすびセッ
ト

30,000円

海士町が誇るブランド「隠岐牛」の
堆肥と牡蠣殻を土づくりに活かした
、海士の本氣米と塩3種及び薩婆訶
梅によるむすびセットです。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLサイズ×16個（4.8kg～6.4kg
）◆ナイフ付き

50,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ16個セット！総
重量4.8kg～6.4kg分です。

【旨味そのまま！】いわがき春香殻
付きLLサイズ×12個（4.8kg～6kg）
◆ナイフ付き

50,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」LLサイズ12個セット！総
重量4.8kg～6kg分です。

ふるせっと海士セット

50,000円

海士町を代表するブランド特産品が
一度に楽しめる詰め合わせ

【A5・A4等級】隠岐牛サーロイン・
上赤身ステーキセット800g＜天然塩
付き＞

64,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」のサーロ
イン＆上赤身ステーキ4枚（800g）
セット！A5・A4等級のとろける上質
なお肉です。一般市場にはほとんど
出回っていない「本物」のブランド
牛を、この機会にぜひご賞味くださ
い！

【A5・A4等級】幻の黒毛和牛・隠岐
牛ロースすき焼き用600g

57,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」のロース
すき焼き用600g！A5・A4等級のとろ
ける上質なお肉です。一般市場には
ほとんど出回っていない「本物」の
ブランド牛を、この機会にぜひご賞
味ください！

【A5・A4等級】幻の黒毛和牛・隠岐
牛ロースしゃぶしゃぶ用600g

57,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」のロース
しゃぶしゃぶ用600g！A5・A4等級の
とろける上質なお肉です。一般市場
にはほとんど出回っていない「本物
」のブランド牛を、この機会にぜひ
ご賞味ください！

お宅の宅内清掃サービス

30,000円

なかなかふるさとに帰ることができ
ないあなたに代わって、ご実家、ご
親戚の家、空き家の現状を確認し、
宅内作業をします（４時間程度）。
注意町内の業者へ依頼し、作業をい
たします。※作業所の日程により、
日程調整させていただきます。※行
える内容には限界がございます。

お庭の草刈りサービス

30,000円

なかなかふるさとに帰ることができ
ないあなたに代わって、ご実家、ご
親戚の家、空き家の現状を確認し、
お庭の草刈り作業をします（４時間
程度）。注意町内の業者へ依頼し、
作業をいたします。※作業所の日程
により、日程調整させていただきま
す。※行える内容には限界がござい
ます。
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島根県　海士町

お庭の庭木剪定サービス

30,000円

なかなかふるさとに帰ることができ
ないあなたに代わって、ご実家、ご
親戚の家、空き家の現状を確認し、
お庭の庭木剪定作業をします（４時
間程度）。注意町内の業者へ依頼し
、作業をいたします。※作業所の日
程により、日程調整させていただき
ます。※行える内容には限界がござ
います。

お墓清掃作業サービス

35,000円

なかなかふるさとに帰ることができ
ないあなたに代わって、ご実家、ご
親戚のお墓清掃作業をします（４時
間程度）。注意町内の業者へ依頼し
、作業をいたします。※作業所の日
程により、日程調整させていただき
ます。※行える内容には限界がござ
います。

海士町産クロモジの精油5mlとクロ
モジ&ヒノキのフローラルウォータ
ー100mlのセット【贅沢おうち時間
…

27,000円

海士町産のクロモジとヒノキで作ら
れた香りで、心身にリラックスを。
アロマバス、アロマミスト、マッサ
ージオイル等としてお使いいただけ
ます。海士町では健康茶として長い
歴史を持つクロモジから抽出される
貴重な精油とフローラルウォーター
は、島の魔女と呼ばれるアロマセラ
ピスト島根さんが島のほけんしつ蔵
に併設されている蒸留室で蒸留した
もの。

【これであなたも島の仲間入り！手
ぬぐいとTシャツセット】島に伝わ
る民謡とかわいい猫のコラボグッ…

10,000円

島根県隠岐海士町（あまちょう）に
住む島人のソウルダンス「キンニャ
モニャ音頭」。毎年１回盛大に開催
されるキンニャモニャ祭りは、老い
も若きも島人もよそ人も関係なし！
キンニャモニャ音頭の大パレードが
行われます。歌にダンスに屋台に水
上花火！海士町が１年で最も盛り上
がる1日です。島に移住したデザイ
ナー南まいさんが、古き良き伝統に
より親しみやすいようにという思い
を込めて作った…

海士町産クロモジ精油5ml【贅沢お
うち時間・ギフトにも♪】

17,000円

海士町産のクロモジとヒノキで作ら
れた香りで、心身にリラックスを。
アロマバス、アロマミスト、マッサ
ージオイル等としてお使いいただけ
ます。海士町では健康茶として長い
歴史を持つクロモジから抽出される
貴重な精油とフローラルウォーター
は、島の魔女と呼ばれるアロマセラ
ピスト島根さんが島のほけんしつ蔵
に併設されている蒸留室で蒸留した
もの。

【無添加・無香料】コールドプロセ
ス製法で天然成分そのまま！こだわ
りパッケージのアカモク成分配合…

9,000円

100%海士町産のふくぎ茶（クロモジ
茶）2種と800年の伝統を持つお茶請
け白浪2箱のセット【お家で優雅…

10,000円

海士町産クロモジ精油5mlとクロモ
ジ&サクラのフローラルウォーター1
00mlセット【隠岐神社に咲く桜を…

28,000円

2020年の春に咲いた隠岐神社の桜の
花と葉を採取し蒸留しました。海士
町では健康茶として長い歴史を持つ
クロモジから抽出される貴重な精油
とフローラルウォーターは、島の魔
女と呼ばれるアロマセラピスト島根
さんが島のほけんしつ蔵に併設され
ている蒸留室で蒸留したもの。

【島の土島唯一の陶芸家おかわりか
ら始まる物語】隠岐窯・勇木史記

9,000円

※発送は2月以降になります商品内
容：ご飯碗直径：約12㎝高さ：約6
㎝色見：器によって違うが、若干青
みがある

【日本国内でもトップクラスの栄養
価】アカモクフルセット　乾燥アカ
モク×３・冷凍アカモク×３

11,000円

高級アカモク詰め合わせセット現在
日本で大注目されている健康食材の
アカモク。その中でも注目されてい
るのが海士町のアカモクである。も
ともと神にささげるお供えとして扱
われていたアカモクを日本でも早い
段階で13年前に商品化したのが松島
。海士町のアカモクは日本でもトッ
プクラスの栄養価を誇っており、栄
養価やミネラルともに非常に高い数
値を出している。常に日本全国から
注文が殺到し…

【海士のお土産といえばこれ！】島
の伝統和菓子と懐かしの風景ポスト
カード（白波・キンニャモニャ饅…

8,000円

海士町の伝統和菓子といえば白浪と
キンニャモニャ饅頭。そして今回は
海士町の思い出ポストカードをお付
けしました。

【隠岐神社参道エリアの桜に新しい
命を】桜のお箸

22,000円

隠岐神社参道エリアの桜を使用した
、桜のお箸です。
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島根県　海士町

【島の絶品チャンジャ】おつまみに
！ご飯のおともに最高

8,000円

島の名産を使い、海士町内で加工し
たチャンジャ2種。保存料、化学調
味料を一切使わない完全無添加で製
造されています。ピリッと辛いけど
噛めば噛むほど滲み出るおいしさ！
お酒、ご飯にぴったり！イカは島根
県産の白いかを使用し、げそから軟
骨までしっかりとした歯ごたえが楽
しめます。さざえチャンジャは海士
町内でとれた新鮮なさざえを使用。
そのなかでもお刺身で使う部分のみ
を使っており、…

【日本屈指の絶品ウニ瓶】「特選」
粒うに瓶60g・塩うに瓶60g

11,000円

 

【日本屈指の絶品ウニ瓶】「特選」
粒うに瓶60g×5

27,000円

【少しでも口いっぱいに広がる極上
の旨味】海士生まれ海士育ちのウニ
のおいしさにハマりリピーターが続
出の一品！一度食べたら忘れられな
い味になります。塩うにの含有率が
65%以上あれば「粒うに」という表
記ができますが、特撰粒うには含有
率90％！ほかのウニ瓶と美味しさが
違います！海士町漁協で獲れたウニ
を使用しており、オレンジ色の身は
粒が大きく磯の風味豊か。酒の肴や
、あったかご飯…

【隠岐・海士町といえばこれ！】島
獲れ活さざえ2㎏セット

6,000円

内容量：活さざえ2㎏賞味期限：到
着後2日以内保存方法：要冷蔵

【隠岐・海士町といえばこれ！】島
獲れ活さざえ5㎏セット

14,000円

隠岐の島海士町といえばこれ！島民
の生活に欠かせない天然さざえ！日
本海の真ん中に位置する海士町の、
良質な日本海流で育った天然さざえ
はまさに絶品。夏になれば大人も子
供もみんなこぞって食べる島じゃ常
識の海の幸です。島のサザエは、身
のコリコリも尻尾の濃厚さも格別。
一度食べたらヤミツキになること間
違いなし！つぼ焼きで食べてもよし
、ボイルにしてもよし、もちろんさ
ざえご飯や様…

【隠岐・海士町といえばこれ！】島
獲れ活さざえ10㎏セット

28,000円

隠岐の島海士町といえばこれ！島民
の生活に欠かせない天然さざえ！日
本海の真ん中に位置する海士町の、
良質な日本海流で育った天然さざえ
はまさに絶品。夏になれば大人も子
供もみんなこぞって食べる島じゃ常
識の海の幸です。島のさざえは、身
のコリコリも尻尾の濃厚さも格別。
一度食べたらヤミツキになること間
違いなし！つぼ焼きで食べてもよし
、ボイルにしてもよし、もちろんさ
ざえご飯や様…

【海士町の絶品みかんとグラノーラ
】ちょっと贅沢午後の一息セット
崎みかんジャム（プレーン・シナ…

13,000円

海士の一息を詰め込んだ午後の一息
セット

【ｼｭﾜｼｭﾜみかんのおいしさ香る】海
士町みかんの隠岐サイダー5本セッ
ト

6,000円

 

【海士町スイーツの新定番！】海士
町みかんサイダー5本＆海士町産塩
チョコレート

8,000円

【可愛いデザインのパッケージと海
士町こだわりみかんのサイダー】海
士町のみかんサイダーはただのサイ
ダーじゃありません！海士町産の素
材にこだわって、埼でとれる崎みか
んのおいしさをギュっと閉じ込めた
サイダーです！特に海士町の崎地区
のみかんは風味が豊かで、甘さもバ
ツグン！みかんの風味を最大限生か
せるようにサイダーにしました！み
かんサイダーのパッケージには海士
町の港をモチ…

【贅沢うに丼セット】「特選」粒う
に瓶60g・海士の本氣米1㎏

8,000円

 

【令和2年度産】海士町産コシヒカ
リ10㎏

14,000円

2020年新米コシヒカリ！島の農業組
合サンライズうづかのお米です！今
年もおいしく育ちました！名称
令和2年度産コシヒカリ10kg商品内
容	コシヒカリ10kg保存方法
直射日光を避け常温で保存製造者
サンライズうづか

【令和2年度産】海士町産きぬむす
め10㎏

14,000円

令和2年度産きぬむすめ！島の農業
組合サンライズうづかのお米です！
今年もおいしく育ちました！名称
令和2年度産きぬむすめ10kg商品内
容	きぬむすめ10kg保存方法
直射日光を避け常温で保存製造者
サンライズうづか
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島根県　海士町

【お茶碗＋お箸セット】
～2008年開窯　島の土島唯一の陶芸
家おかわりから始まる物語～隠岐窯
・勇木…

24,000円

※発送は2月以降になります【島根
を代表する有名陶芸家の茶碗と、島
の神社の桜のお箸の食卓セット】

【日本国内でもトップクラスの栄養
価】アカモク＋島の本気本氣米1㎏
アカモク丼セット

10,000円

高級アカモク詰め合わせと島のお米
の、アカモク丼セット！！【アカモ
ク】現在日本で大注目されている健
康食材のアカモク。その中でも注目
されているのが海士町のアカモクで
ある。もともと神にささげるお供え
として扱われていたアカモクを日本
でも早い段階で13年前に商品化した
のが松島。海士町のアカモクは日本
でもトップクラスの栄養価を誇って
おり、栄養価やミネラルともに非常
に高い数値を…

【限定5セット】海士の海の恵みを
贅沢に閉じ込めた高級缶詰「海士の
宝」ギフトセット

15,000円

【6月以降の発送となります】海士
町の特産品、迷ったら絶対にこれ！
海士町のおいしさをギュっと贅沢に
閉じ込めたこの缶詰。港の横の海鮮
問屋大漁にて売られている海士町の
新たな特産品。【サザエのアヒージ
ョ】80g濃厚な味わいの天然サザエ
を贅沢にもまるごとアヒージョに仕
上げました。噛むほどに、深みのあ
る磯の香りとガーリックや唐辛子の
風味があふれ出します【白イカのこ
じょうゆオイル…

【海士を代表する名酒】承久の宴72
0ml

6,000円

海士町の酒といえばこのお酒！！隠
岐誉純米吟醸承久の宴（720ml　個
装箱入り）海士町産の酒米「改良雄
町」と海士町の水「天川の水」で醸
したお酒です。なめらかで味に幅が
あります。海士町では飲み会といえ
ば承久の宴が出るくらい親しまれて
いるお酒です。是非一度海士町の味
をお楽しみください。～オススメの
飲み方～ぬる燗：○常温：◎冷：○
原材料米（国産）･米麹（国産米）
使用米改良雄町（海…

【隠岐の純米吟醸セット】隠岐誉純
米吟醸×承久の宴

12,000円

隠岐の純米吟醸セット【承久の宴】
海士町の酒といえばこのお酒！！隠
岐誉純米吟醸承久の宴（720ml　個
装箱入り）海士町産の酒米「改良雄
町」と海士町の水「天川の水」で醸
したお酒です。なめらかで味に幅が
あります。海士町では飲み会といえ
ば承久の宴が出るくらい親しまれて
いるお酒です。是非一度海士町の味
をお楽しみください。～オススメの
飲み方～ぬる燗：○常温：◎冷：○
原材料米（国産）･…

純米吟醸生酛×海士の代表酒「承久
の宴」セット

12,000円

隠岐の純米吟醸セット【承久の宴】
海士町の酒といえばこのお酒！！隠
岐誉純米吟醸承久の宴（720ml　個
装箱入り）海士町産の酒米「改良雄
町」と海士町の水「天川の水」で醸
したお酒です。なめらかで味に幅が
あります。海士町では飲み会といえ
ば承久の宴が出るくらい親しまれて
いるお酒です。是非一度海士町の味
をお楽しみください。～オススメの
飲み方～ぬる燗：○常温：◎冷：○
原材料　　　：米…

【隠岐の純米吟醸堪能セット】隠岐
誉の純米吟醸を3種まとめた飲み比
べセット！隠岐誉純米吟醸×純米吟
…

18,000円

隠岐の純米吟醸飲み比べ！伝統の隠
岐誉3本セット！【承久の宴】海士
町の酒といえばこのお酒！！隠岐誉
純米吟醸承久の宴（720ml　個装箱
入り）海士町産の酒米「改良雄町」
と海士町の水「天川の水」で醸した
お酒です。なめらかで味に幅があり
ます。海士町では飲み会といえば承
久の宴が出るくらい親しまれている
お酒です。是非一度海士町の味をお
楽しみください。～オススメの飲み
方～ぬる燗：○常…

【隠岐の純米大吟醸＆純米吟醸セッ
ト】隠岐誉大吟醸×海士の代表酒「
承久の宴」

17,000円

隠岐の純米大吟醸＆純米吟醸セット
【承久の宴】海士町の酒といえばこ
のお酒！！隠岐誉純米吟醸承久の宴
（720ml　個装箱入り）海士町産の
酒米「改良雄町」と海士町の水「天
川の水」で醸したお酒です。なめら
かで味に幅があります。海士町では
飲み会といえば承久の宴が出るくら
い親しまれているお酒です。是非一
度海士町の味をお楽しみください。
～オススメの飲み方～ぬる燗：○常
温：◎冷：○原材…

【数量限定！！絶品純米大吟醸＆純
米吟醸セット】隠岐誉純米大吟醸斗
瓶囲い×海士の代表酒「承久の宴」

25,000円

【数量限定！！隠岐の純米大吟醸＆
純米吟醸セット】【承久の宴】海士
町の酒といえばこのお酒！！隠岐誉
純米吟醸承久の宴（720ml　個装箱
入り）海士町産の酒米「改良雄町」
と海士町の水「天川の水」で醸した
お酒です。なめらかで味に幅があり
ます。海士町では飲み会といえば承
久の宴が出るくらい親しまれている
お酒です。是非一度海士町の味をお
楽しみください。～オススメの飲み
方～ぬる燗：○…

【島の酒贅沢堪能セット】隠岐の純
米大吟醸2本＋海士を代表する純米
吟醸「承久の宴」

36,000円

隠岐の純米大吟醸2本＋海士を代表
する純米吟醸「承久の宴」【承久の
宴】海士町の酒といえばこのお酒！
！隠岐誉純米吟醸承久の宴（720ml
　個装箱入り）海士町産の酒米「改
良雄町」と海士町の水「天川の水」
で醸したお酒です。なめらかで味に
幅があります。海士町では飲み会と
いえば承久の宴が出るくらい親しま
れているお酒です。是非一度海士町
の味をお楽しみください。～オスス
メの飲み方～ぬ…

フランスの日本酒コンクールで最高
賞受賞！世界が認める純米酒×海士
の代表酒「承久の宴」セット

13,000円

フランスの日本酒コンクール「Kura
Master」で最高賞受賞！世界のソム
リエから大絶賛される隠岐の宝「室
町の純米酒」海士を代表する「承久
の宴」のセット！【承久の宴】海士
町の酒といえばこのお酒！！隠岐誉
純米吟醸承久の宴（720ml　個装箱
入り）海士町産の酒米「改良雄町」
と海士町の水「天川の水」で醸した
お酒です。なめらかで味に幅があり
ます。海士町では飲み会といえば承
久の宴が出るく…

隠岐騒動時の幻の日本酒を完全再現
！伝統の隠岐の味がここに！「隠岐
誉江戸の純米酒」×「承久の宴」…

13,000円

隠岐騒動時の幻の日本酒を完全再現
！伝統の隠岐の味がここに！！隠岐
誉江戸の純米酒×承久の宴セット【
承久の宴】海士町の酒といえばこの
お酒！！隠岐誉純米吟醸承久の宴（
720ml　個装箱入り）海士町産の酒
米「改良雄町」と海士町の水「天川
の水」で醸したお酒です。なめらか
で味に幅があります。海士町では飲
み会といえば承久の宴が出るくらい
親しまれているお酒です。是非一度
海士町の味をお…
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島根県　海士町

ロンドンで高い評価を受けた隠岐誉
純米吟醸×室町の純米酒×江戸の純
米酒と承久の宴セット！

24,000円

ロンドンで高い評価を受けた隠岐誉
純米吟醸×室町の純米酒×江戸の純
米酒と承久の宴セット！日本酒ソム
リエから「この3つがあれば全ての
料理に対応できる」と言わしめた絶
品日本酒が楽しめる！【承久の宴】
海士町の酒といえばこのお酒！！海
士町産の酒米「改良雄町」と海士町
の水「天川の水」で醸したお酒です
。なめらかで味に幅があります。ぬ
る燗：○常温：◎冷：○原材
米（国産）米麹（国産米…

藻塩米１００％使用「藻塩の舞」×
海士町を代表する日本酒「承久の宴
」セット

11,000円

隠岐独特の方法で栽培された藻塩米
を１００％使用した純米酒「藻塩の
舞」と、海士町を代表する日本酒「
承久の宴」セット【承久の宴】海士
町の酒といえばこのお酒！！隠岐誉
純米吟醸承久の宴（720ml　個装箱
入り）海士町産の酒米「改良雄町」
と海士町の水「天川の水」で醸した
お酒です。なめらかで味に幅があり
ます。海士町では飲み会といえば承
久の宴が出るくらい親しまれている
お酒です。是非…

辛口純米酒「隠岐の海」×海士町代
表酒「承久の宴」セット

12,000円

辛口純米酒「隠岐の海」×海士町代
表酒「承久の宴」セット【承久の宴
】海士町の酒といえばこのお酒！！
隠岐誉純米吟醸承久の宴（720ml　
個装箱入り）海士町産の酒米「改良
雄町」と海士町の水「天川の水」で
醸したお酒です。なめらかで味に幅
があります。海士町では飲み会とい
えば承久の宴が出るくらい親しまれ
ているお酒です。是非一度海士町の
味をお楽しみください。～オススメ
の飲み方～ぬる…

隠岐・山田錦100％「純米酒山田錦
」×海士町代表酒「承久の宴」セッ
ト

12,000円

隠岐・山田錦100％「純米酒山田錦
」×海士町代表酒「承久の宴」セッ
ト【承久の宴】海士町の酒といえば
このお酒！！隠岐誉純米吟醸承久の
宴（720ml　個装箱入り）海士町産
の酒米「改良雄町」と海士町の水「
天川の水」で醸したお酒です。なめ
らかで味に幅があります。海士町で
は飲み会といえば承久の宴が出るく
らい親しまれているお酒です。是非
一度海士町の味をお楽しみください
。～オススメの飲…

15年貯蔵の熟成純米原酒×海士町代
表酒「承久の宴」セット

14,000円

15年貯蔵の熟成純米原酒×海士町代
表酒「承久の宴」セット【承久の宴
】海士町の酒といえばこのお酒！！
隠岐誉純米吟醸承久の宴（720ml　
個装箱入り）海士町産の酒米「改良
雄町」と海士町の水「天川の水」で
醸したお酒です。なめらかで味に幅
があります。海士町では飲み会とい
えば承久の宴が出るくらい親しまれ
ているお酒です。是非一度海士町の
味をお楽しみください。～オススメ
の飲み方～ぬる…

困ったらこれ！隠岐誉のスタンダー
ド「隠岐誉純米酒」×海士町代表酒
「承久の宴」

11,000円

困ったらこれ！隠岐誉のスタンダー
ド「隠岐誉純米酒」×海士町代表酒
「承久の宴」セット【承久の宴】海
士町の酒といえばこのお酒！！隠岐
誉純米吟醸承久の宴（720ml　個装
箱入り）海士町産の酒米「改良雄町
」と海士町の水「天川の水」で醸し
たお酒です。なめらかで味に幅があ
ります。海士町では飲み会といえば
承久の宴が出るくらい親しまれてい
るお酒です。是非一度海士町の味を
お楽しみくださ…

【隠岐誉8種詰め合わせ】純米酒を
存分に堪能！隠岐の名酒隠岐誉のみ
比べセット！

46,000円

純米酒を存分に堪能！隠岐の名酒隠
岐誉のみ比べセット！室町の純米酒
・江戸の純米酒・藻塩の舞・隠岐の
海・山田錦・熟成純米原酒・隠岐誉
純米酒・承久の宴　詰め合わせセッ
ト！【承久の宴】海士町の酒といえ
ばこのお酒！！海士町産の酒米「改
良雄町」と海士町の水「天川の水」
で醸したお酒です。なめらかで味に
幅があります。【隠岐誉室町の純米
酒90】フランスの日本酒コンクール
「2019KuraMas…

隠岐誉大吟醸×承久の宴
島の名酒セット！

17,000円

隠岐誉大吟醸×承久の宴　島の名酒
セット！【承久の宴】海士町の酒と
いえばこのお酒！！隠岐誉純米吟醸
承久の宴（720ml　個装箱入り）海
士町産の酒米「改良雄町」と海士町
の水「天川の水」で醸したお酒です
。なめらかで味に幅があります。海
士町では飲み会といえば承久の宴が
出るくらい親しまれているお酒です
。是非一度海士町の味をお楽しみく
ださい。～オススメの飲み方～ぬる
燗：○常温：◎冷…

吟醸酒しゃくなげの詩×海士の代表
酒「承久の宴」セット

11,000円

吟醸酒しゃくなげの詩×海士の代表
酒「承久の宴」セット【承久の宴】
海士町の酒といえばこのお酒！！隠
岐誉純米吟醸承久の宴（720ml　個
装箱入り）海士町産の酒米「改良雄
町」と海士町の水「天川の水」で醸
したお酒です。なめらかで味に幅が
あります。海士町では飲み会といえ
ば承久の宴が出るくらい親しまれて
いるお酒です。是非一度海士町の味
をお楽しみください。～オススメの
飲み方～ぬる燗…

隠岐誉の吟醸生貯蔵酒×海士の代表
酒「承久の宴」セット

11,000円

隠岐誉の吟醸生貯蔵酒×海士の代表
酒「承久の宴」セット【承久の宴】
海士町の酒といえばこのお酒！！隠
岐誉純米吟醸承久の宴（720ml　個
装箱入り）海士町産の酒米「改良雄
町」と海士町の水「天川の水」で醸
したお酒です。なめらかで味に幅が
あります。海士町では飲み会といえ
ば承久の宴が出るくらい親しまれて
いるお酒です。是非一度海士町の味
をお楽しみください。～オススメの
飲み方～ぬる燗…

お祝い・贈り物に！金箔入り隠岐誉
と海士の代表酒「承久の宴」セット

10,000円

お祝い・贈り物に金箔入り隠岐誉と
、海士の代表酒「承久の宴」セット
【承久の宴】海士町の酒といえばこ
のお酒！！隠岐誉純米吟醸承久の宴
（720ml　個装箱入り）海士町産の
酒米「改良雄町」と海士町の水「天
川の水」で醸したお酒です。なめら
かで味に幅があります。海士町では
飲み会といえば承久の宴が出るくら
い親しまれているお酒です。是非一
度海士町の味をお楽しみください。
～オススメの飲…

島の焼酎海藻焼酎の飲み比べに！海
藻焼酎ミニボトル3種×承久の宴セ
ット

13,000円

島の焼酎海藻焼酎の飲み比べに！海
藻焼酎ミニボトル3種×承久の宴セ
ット【承久の宴】海士町の酒といえ
ばこのお酒！！隠岐誉純米吟醸承久
の宴（720ml　個装箱入り）海士町
産の酒米「改良雄町」と海士町の水
「天川の水」で醸したお酒です。な
めらかで味に幅があります。海士町
では飲み会といえば承久の宴が出る
くらい親しまれているお酒です。是
非一度海士町の味をお楽しみくださ
い。～オススメの…
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島根県　海士町

島独自の焼酎！磯が香る熟成焼酎い
そっ子×海士の代表酒「承久の宴」
セット

11,000円

島独自の焼酎！磯が香る熟成焼酎い
そっ子×海士の代表酒「承久の宴」
セット【承久の宴】海士町の酒とい
えばこのお酒！！隠岐誉純米吟醸承
久の宴（720ml　個装箱入り）海士
町産の酒米「改良雄町」と海士町の
水「天川の水」で醸したお酒です。
なめらかで味に幅があります。海士
町では飲み会といえば承久の宴が出
るくらい親しまれているお酒です。
是非一度海士町の味をお楽しみくだ
さい。～オスス…

樫樽熟成の古酒・島でしか飲めない
海藻焼酎「わだつみの精」×海士の
代表酒「承久の宴」セット

16,000円

樫樽熟成の古酒・島でしか飲めない
海藻焼酎「わだつみの精」×海士の
代表酒「承久の宴」セット【承久の
宴】海士町の酒といえばこのお酒！
！隠岐誉純米吟醸承久の宴（720ml
　個装箱入り）海士町産の酒米「改
良雄町」と海士町の水「天川の水」
で醸したお酒です。なめらかで味に
幅があります。海士町では飲み会と
いえば承久の宴が出るくらい親しま
れているお酒です。是非一度海士町
の味をお楽しみ…

島で焼酎といえばこれ！磯が香る海
藻焼酎「いそっ子」×海士の代表酒
「承久の宴」

10,000円

島で焼酎といえばこれ！磯が香る海
藻焼酎「いそっ子」×海士の代表酒
「応急の宴」セット【承久の宴】海
士町の酒といえばこのお酒！！隠岐
誉純米吟醸承久の宴（720ml　個装
箱入り）海士町産の酒米「改良雄町
」と海士町の水「天川の水」で醸し
たお酒です。なめらかで味に幅があ
ります。海士町では飲み会といえば
承久の宴が出るくらい親しまれてい
るお酒です。是非一度海士町の味を
お楽しみくださ…

島の米焼酎「どっさり」×海士の代
表酒「承久の宴」セット

10,000円

島の米焼酎「どっさり」×海士の代
表酒「承久の宴」セット【承久の宴
】海士町の酒といえばこのお酒！！
隠岐誉純米吟醸承久の宴（720ml　
個装箱入り）海士町産の酒米「改良
雄町」と海士町の水「天川の水」で
醸したお酒です。なめらかで味に幅
があります。海士町では飲み会とい
えば承久の宴が出るくらい親しまれ
ているお酒です。是非一度海士町の
味をお楽しみください。～オススメ
の飲み方～ぬる…

島のはっさくの味と香りを堪能！は
っさく酒「結結」×海士の代表酒「
承久の宴」セット

12,000円

島のはっさくの味と香りを堪能！は
っさく酒「結結」×海士の代表酒「
承久の宴」セット【承久の宴】海士
町の酒といえばこのお酒！！隠岐誉
純米吟醸承久の宴（720ml　個装箱
入り）海士町産の酒米「改良雄町」
と海士町の水「天川の水」で醸した
お酒です。なめらかで味に幅があり
ます。海士町では飲み会といえば承
久の宴が出るくらい親しまれている
お酒です。是非一度海士町の味をお
楽しみください…

海士町産うに丼セット（粒うに瓶60
g・塩うに瓶60g・コシヒカリ5㎏）

18,000円

【ご飯がすすむセット】こじょうゆ
味噌・チャンジャ2種・海士の本氣
米1㎏
ご飯にもお酒にもピッタリ！

16,000円

こじょうゆ味噌とチャンジャのご飯
に合う島の味を詰め込みました。

【ご飯がもっとすすむセット】こじ
ょうゆ味噌・チャンジャ2種×2・海
士の本氣米5kg
ご飯にもお酒にも…

32,000円

【ご飯がもっとすすむセット２】こ
じょうゆ味噌・チャンジャ2種×2・
コシヒカリ5kg
ご飯にもお酒にも…

27,000円

こじょうゆ味噌とチャンジャのご飯
に合う島の味をもっと詰め込みまし
た。

【美容と健康に海の恵みを！】島獲
れ海藻セット！（冷凍アカモク・乾
燥アカモク・わかめ・めかぶ・あ…

12,000円

美容と健康に島の海の恵みはいかが
！？島獲れ海藻セット！アカモク（
乾燥・冷凍）現在日本で大注目され
ているアカモク！アカモクとはワカ
メや昆布、メカブと同じ褐藻類の海
藻です。冬から春にかけ育ち、全長
７mまで育つものもあります。クセ
のない味で、ねばねば、シャキシャ
キとした触感が特徴！ねばねばには
、フコイダンという成分が入ってお
り、肝機能改善、抗菌作用、抗腫瘍
作用、コレステ…

【おつまみ最適！】白いか一夜干し
×2袋

9,000円

【晩酌のあてに！島のおつまみとい
えばこれ！！】白イカの一夜干し！
山陰のブランドイカ『白イカ』を一
夜干しにしました！干す事でうま味
が凝縮してより一層美味しくお召し
上がりいただけます。また一夜干し
なので完全に乾ききっておらず、ジ
ューシーさを残しつつ柔らかな歯ご
たえを楽しむことができます。その
ままフライパンやオーブンで焼いて
お召し上がりください！保存方法：
冷凍保存（-18…

【ご飯のオトモ×海士の本氣米（新
米）】田舎仕込みの手作り佃煮！ほ
っこりした味を堪能ください！

11,000円

ご飯のオトモと、海士の本氣米（新
米）セット！田舎仕込みのわかめ佃
煮でほっこりしてください！【わか
めの佃煮（プレーン・出雲生姜）】
保存料・化学調味料・着色料不使用
のわかめの佃煮、甘みを抑えスッキ
リ塩味！隠岐では昔から絞りわかめ
がありましたが、伝統のわかめお多
くの方々にも食べやすい形で召し上
がってほしいと製作。企業の地元海
士町の海士乃塩、島根県隠岐産の天
然わかめを使…
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島根県　海士町

海士のお土産といえばこれ！伝統御
菓子セット（白浪10個入り×2・キ
ンニャモニャ饅頭12個入り）

9,000円

 

【海士の本氣米1kg】お茶碗＋お米
セット　～2008年開窯　島の土島唯
一の陶芸家おかわりから始まる物…

11,000円

※発送は2月以降になります島の陶
芸家勇木史記氏のご飯碗とお米のセ
ット【ご飯碗】海士町在住陶芸家、
勇木史記氏15年前に海士町に移住し
陶芸家として数々の作品を世に送り
出している。勇木氏の器からは、手
にする人ひとりひとりが器との対話
、作家との対話、器を通した人との
対話が生まれる。海士町の土を使い
、少し小ぶりで、手によくなじむ形
に作られたご飯碗。「ご飯碗」とい
うテーマの中に…

【海士の本氣米5kg】お茶碗＋お米
セット　～2008年開窯　島の土島唯
一の陶芸家おかわりから始まる物…

21,000円

※発送は2月以降になります島の陶
芸家勇木史記氏のご飯碗とお米のセ
ット【ご飯碗】海士町在住陶芸家、
勇木史記氏15年前に海士町に移住し
陶芸家として数々の作品を世に送り
出している。勇木氏の器からは、手
にする人ひとりひとりが器との対話
、作家との対話、器を通した人との
対話が生まれる。海士町の土を使い
、少し小ぶりで、手によくなじむ形
に作られたご飯碗。「ご飯碗」とい
うテーマの中に…

【しいしび】島獲れ絶品冷凍白イカ
2袋セット

13,000円

絶品島のおつまみ！しいしび白いか
！！干す事でうま味が凝縮してより
一層美味しくお召し上がりいただけ
ます。また一夜干しなので完全に乾
ききっておらず、ジューシーさを残
しつつ柔らかな歯ごたえを楽しむこ
とができます。そのままフライパン
やオーブンで焼いてお召し上がりく
ださい！名称
冷凍白イカ2袋セット原材料名
海士町産白いか商品内容
白いか冷凍2杯×2袋保存方法
要冷凍消費期限	90日…

【コシヒカリ5㎏】お茶碗＋お米セ
ット　～2008年開窯　島の土島唯一
の陶芸家おかわりから始まる物語…

15,000円

※発送は2月以降になります島の陶
芸家勇木史記氏のご飯碗とお米のセ
ット【ご飯碗】海士町在住陶芸家、
勇木史記氏15年前に海士町に移住し
陶芸家として数々の作品を世に送り
出している。勇木氏の器からは、手
にする人ひとりひとりが器との対話
、作家との対話、器を通した人との
対話が生まれる。海士町の土を使い
、少し小ぶりで、手によくなじむ形
に作られたご飯碗。「ご飯碗」とい
うテーマの中に…

海士町産クロモジ精油5mlとクロモ
ジミスト100mlのセット【贅沢おう
ち時間・ギフトにも♪】

22,000円

海士町産のクロモジとヒノキで作ら
れた香りで、心身にリラックスを。
アロマバス、アロマミスト、マッサ
ージオイル等としてお使いいただけ
ます。海士町では健康茶として長い
歴史を持つクロモジから抽出される
貴重な精油とフローラルウォーター
は、島の魔女と呼ばれるアロマセラ
ピスト島根さんが島のほけんしつ蔵
に併設されている蒸留室で蒸留した
もの。■海士町の特別なクロモジ葉
がついたままの…

【令和2年度産】計10㎏！海士町産
きぬむすめ5kg・コシヒカリ5kgセッ
ト

14,000円

令和2年度産きぬむすめとコシヒカ
リのセットです！5kgずつのセット
にしているので食べ比べにおすすめ
です。島の農業組合サンライズうづ
かのお米です！今年もおいしく育ち
ました！名称	2020年度新米きぬむ
すめ5kg・コシヒカリ5kgセット商品
内容	海士町産コシヒカリ5kg海士
町産きぬむすめ5kg保存方法
直射日光を避け常温で保存製造者
サンライズうづか

【令和2年度産】計20㎏！海士町産
きぬむすめ10kg・コシヒカリ10kgセ
ット

27,000円

令和2年度産きぬむすめとコシヒカ
リのセットです！10kgずつのセット
にしているのでしっかりと島のお米
を堪能していただけます！島の農業
組合サンライズうづかのお米です！
今年もおいしく育ちました！名称	
令和2年度産きぬむすめ10kg・コシ
ヒカリ10kgセット商品内容	海士町
産コシヒカリ10kg海士町産きぬむす
め10kg保存方法
直射日光を避け常温で保存製造者
サンライズうづか

【令和2年度産】計10㎏！海士町産
コシヒカリ5kg・海士の本氣米5kg【
本氣の食べ比べセット】

19,000円

令和2年度産コシヒカリと海士の本
氣米のセットです！5kgずつのセッ
トにしているので食べ比べにおすす
めです。今年もおいしく育ちました
！島を代表するお米たちです！ぜひ
食べ比べてみてください！名称	
本氣の食べ比べセット商品内容
海士町産コシヒカリ5kg　　　　
海士町産本氣米5kg保存方法
直射日光を避け常温で保存生産者
サンライズうづか　　　
海士の本氣米生産組合

【令和2年度産】計15㎏！海士町産
コシヒカリ5kg・海士町産きぬむす
め5㎏・海士の本氣米5kg【本氣の食
…

26,000円

令和2年度産コシヒカリ・きぬむす
めと海士の本氣米のセットです！5k
gずつのセットにしているので食べ
比べにおすすめです。今年もおいし
く育ちました！島を代表するお米た
ちです！ぜひ食べ比べてみてくださ
い！【名称】令和2年度産コシヒカ
リ5kg・きぬむすめ5kg・島の本氣米
5kg　本氣の食べ比べセット【商品
内容】海士町産コシヒカリ5kg海士
町産きぬむすめ5kg海士町産本氣米5
kg【保存方法】直射…

【海士を代表する名酒】承久の宴72
0ml　2本セット

12,000円

海士町の酒といえばこのお酒！！隠
岐誉純米吟醸承久の宴（720ml　個
装箱入り）の2本セットです！海士
町産の酒米「改良雄町」と海士町の
水「天川の水」で醸したお酒です。
なめらかで味に幅があります。海士
町では飲み会といえば承久の宴が出
るくらい親しまれているお酒です。
是非一度海士町の味をお楽しみくだ
さい。～オススメの飲み方～ぬる燗
：○常温：◎冷：○原材料米（国産
）･米麹（国産米）…

【海士町産贅沢うに丼セット】「特
選」粒うに瓶60g・塩うに瓶60g・海
士の本氣米5kg

23,000円
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島根県　海士町

季節の野菜詰め合わせ（5～6種）！
農薬不使用だから安心安全！

10,000円

農薬不使用の島採れ野菜の詰め合わ
せ！島の大人気農場ムラーズファー
ムで取れた一番旬な野菜をお届けし
ます！生産者：フランク・ムラー配
送方法：冷蔵

季節の野菜詰め合わせ（4～5種）と
平飼い卵セット！農薬不使用だから
安心安全！

10,000円

農薬不使用の島採れ野菜の詰め合わ
せ！島の大人気農場ムラーファーム
で取れた一番旬な野菜と獲れたて新
鮮平飼い卵をお送りします！商品内
容：平飼い卵10個、季節の野菜詰め
合わせ4～5種生産者：ムラー・フラ
ンク配送方法：冷蔵

季節の野菜詰め合わせ（5～6種）と
平飼い卵セット！農薬不使用だから
安心安全！

14,000円

農薬不使用の島採れ野菜の詰め合わ
せ！島の大人気農場ムラーファーム
で取れた一番旬な野菜と獲れたて新
鮮平飼い卵をお送りします！商品内
容：平飼い卵10個、季節の野菜詰め
合わせ5～6種生産者：ムラー・フラ
ンク配送方法：冷蔵

季節の野菜詰め合わせ（7～8種）と
平飼い卵セット！農薬不使用だから
安心安全！

17,000円

農薬不使用の島採れ野菜の詰め合わ
せ！島の大人気農場ムラーファーム
で取れた一番旬な野菜と獲れたて新
鮮平飼い卵をお送りします！商品内
容：平飼い卵10個、季節の野菜詰め
合わせ7～8種生産者：ムラー・フラ
ンク配送方法：冷蔵

平飼い卵詰め合わせ！20個セット

7,000円

島の大人気農場ムラーファーム名物
！平飼い卵を20個詰め合わせ！島で
のびのび育った鶏のし獲れたて新鮮
卵！【商品内容】
平飼い卵20個【生産者】
フランク・ムラー

平飼い卵詰め合わせ！40個セット

14,000円

島の大人気農場ムラーファーム名物
！平飼い卵を40個詰め合わせ！島で
のびのび育った鶏のし獲れたて新鮮
卵！【商品内容】
平飼い卵40個【生産者】
フランク・ムラー

平飼い卵の卵かけご飯セット（平飼
い卵10個・海士の本氣米1kg）

6,000円

島の大人気農場ムラーファームの平
飼い卵と島の米の卵かけご飯セット
究極の卵かけご飯をお送りします！
【ムラーファーム】島の農場ムラー
ファームを経営するのは、ドイツ人
のフランク・ムラーさん。農薬を一
切使わない完全有機栽培を行い、心
も体も健康になるような、心からお
いしいと思える野菜を作っています
。2014年に湾を見下ろす高台に位置
する荒れ地を1人で開墾。水道も電
気も通じていな…

平飼い卵の卵かけご飯セット（平飼
い卵20個・海士の本氣米5kg）

18,000円

島の大人気農場ムラーファームの平
飼い卵と島の米の卵かけご飯セット
究極の卵かけご飯をお送りします！
【ムラーファーム】島の農場ムラー
ファームを経営するのは、ドイツ人
のフランク・ムラーさん。農薬を一
切使わない完全有機栽培を行い、心
も体も健康になるような、心からお
いしいと思える野菜を作っています
。2014年に湾を見下ろす高台に位置
する荒れ地を1人で開墾。水道も電
気も通じていな…

平飼い卵の卵かけご飯セット（平飼
い卵20個・コシヒカリ5kg）

12,000円

島の大人気農場ムラーファームの平
飼い卵と島の米の卵かけご飯セット
究極の卵かけご飯をお送りします！
【ムラーファーム】島の農場ムラー
ファームを経営するのは、ドイツ人
のフランク・ムラーさん。農薬を一
切使わない完全有機栽培を行い、心
も体も健康になるような、心からお
いしいと思える野菜を作っています
。2014年に湾を見下ろす高台に位置
する荒れ地を1人で開墾。水道も電
気も通じていな…

【島の本氣の卵かけごはん】平飼い
卵と島の伝統こじょうゆ味噌の卵か
けご飯セット（平飼い卵20個・海…

23,000円

島の大人気農場ムラーファームの平
飼い卵と島の米の卵かけご飯セット
！島の伝統的なこじょうゆ味噌をつ
けた、本氣の卵かけご飯です！究極
の卵かけご飯をお送りします！

【究極の卵かけご飯】平飼い卵と島
の伝統こじょうゆ味噌の卵かけご飯
セット（平飼い卵20個・コシヒカ…

18,000円

島の大人気農場ムラーファームの平
飼い卵と島の米の卵かけご飯セット
！島の伝統的なこじょうゆ味噌をつ
けた、究極の卵かけご飯をお送りし
ます！

【隠岐・海士町といえばこれ！】島
獲れ活あわび（赤鮑）1kgセット

24,000円

隠岐・海士町といえばこれ！！島獲
れ活あわび（赤鮑）1kgセット！海
士町は綺麗で透き通った海があるこ
とで人気です。一方で切り立つ岩場
は貝の宝庫として知られ、今も多く
の観光客が海士町の海の幸を求めて
足を運びます。その中でも人気なの
がアワビです。海士町のアワビは他
と比べひときわ大きく肉厚で、日本
海のミネラルをたくさん含んだ海藻
を食べて育つため非常に食味が良い
アワビです。赤…
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島根県　海士町

【隠岐・海士町といえばこれ！】島
獲れ活あわび（黒鮑）1kgセット

29,000円

隠岐・海士町といえばこれ！！島獲
れ活あわび（黒鮑）1kgセット！海
士町は綺麗で透き通った海があるこ
とで人気です。一方で切り立つ岩場
は貝の宝庫として知られ、今も多く
の観光客が海士町の海の幸を求めて
足を運びます。その中でも人気なの
がアワビです。海士町のアワビは他
と比べひときわ大きく肉厚で、日本
海のミネラルをたくさん含んだ海藻
を食べて育つため非常に食味が良い
アワビです。黒…

隠岐・海士町といえばこれ！島獲れ
活あわび（赤鮑）1kgと活さざえ5kg
セット

38,000円

海士町のアワビとさざえを詰め込ん
だ贅沢セット！海士町は綺麗で透き
通った海があることで人気です。一
方で切り立つ岩場は貝の宝庫として
知られ、今も多くの観光客が海士町
の海の幸を求めて足を運びます。そ
の中でも人気なのがアワビです。海
士町のアワビは他と比べひときわ大
きく肉厚で、日本海のミネラルをた
くさん含んだ海藻を食べて育つため
非常に食味が良いアワビです。赤ア
ワビは黒アワ…

島育ち！海士の絶品椎茸詰め合わせ
1kg！

10,000円

福井さんの育てる椎茸の詰め合わせ
1kgです。12月の収穫し次第随時発
送になります。島での椎茸栽培に携
わり14年。島のおいしい椎茸といえ
ば、みんな口をそろえて福井さんの
椎茸と答えます。島のクヌギを使い
、手間暇をかけながら育てた椎茸は
まさに逸品。高校生や子供たちが自
然と福井さんのところに集まって手
伝いをしてみんなで育てる島の椎茸
。一度ぜひご賞味ください！【商品
内容】椎茸詰め…

島育ち！最高ランク椎茸10個セット

17,000円

最高ランク椎茸10個セットです！12
月の収穫し次第随時発送になります
。島での椎茸栽培に携わり14年。島
のおいしい椎茸といえば、みんな口
をそろえて福井さんの椎茸と答えま
す。島のクヌギを使い、手間暇をか
けながら育てた椎茸はまさに逸品。
高校生や子供たちが自然と福井さん
のところに集まって手伝いをしてみ
んなで育てる島の椎茸。一度ぜひご
賞味ください！【商品内容】Aラン
ク椎茸　10個【…

【島じゃ常識！】海士のご当地カレ
ー！さざえカレー3パックセット

6,000円

島じゃ常識！海士町のご当地名物カ
レーといえばコレ！さざえカレーで
す！さざえの身だけでなく、風味豊
かな肝も使い、スパイシーに仕上げ
ました！内容量	200g原材料名	野
菜・果実(玉葱、人参、生姜、にん
にく、セロリ、バナナ、りんご、キ
ウイ)、チキンブイヨン、鶏ガラ、
さざえ、小麦粉、カレー粉、トマト
ケチャップ、食塩、植物油、バター
、中濃ソース、香辛料、りんご酢、
グラニュー糖、ク…

【島じゃ常識！】海士のご当地カレ
ー！さざえカレー4パックセット

8,000円

島じゃ常識！海士町のご当地名物カ
レーといえばコレ！さざえカレーで
す！さざえの身だけでなく、風味豊
かな肝も使い、スパイシーに仕上げ
ました！内容量	200g原材料名	野
菜・果実(玉葱、人参、生姜、にん
にく、セロリ、バナナ、りんご、キ
ウイ)、チキンブイヨン、鶏ガラ、
さざえ、小麦粉、カレー粉、トマト
ケチャップ、食塩、植物油、バター
、中濃ソース、香辛料、りんご酢、
グラニュー糖、ク…

【島じゃ常識！】海士のご当地カレ
ー！さざえカレー5パックセット

10,000円

島じゃ常識！海士町のご当地名物カ
レーといえばコレ！さざえカレーで
す！さざえの身だけでなく、風味豊
かな肝も使い、スパイシーに仕上げ
ました！内容量	200g原材料名	野
菜・果実(玉葱、人参、生姜、にん
にく、セロリ、バナナ、りんご、キ
ウイ)、チキンブイヨン、鶏ガラ、
さざえ、小麦粉、カレー粉、トマト
ケチャップ、食塩、植物油、バター
、中濃ソース、香辛料、りんご酢、
グラニュー糖、ク…

【島のアロマショップ発！】海士町
産クロモジミスト100mlと手作りク
ロモジ石鹸・バスソルトのセット…

13,000円

海士町産のクロモジで作られた香り
で、心身にリラックスを。海士町で
は健康茶として長い歴史を持つクロ
モジから抽出されミストと精油を使
用した手作りクロモジ石鹸、バスソ
ルトのセットです。島の魔女と呼ば
れるアロマセラピスト島根さんが島
のほけんしつ蔵に併設されている蒸
留所で蒸留したものです。【商品内
容】クロモジ水：100mlバスソルト2
個石鹸1個【原材料】ミスト：海士
町産クロモジ、…

【渡船・遊漁】乗船チケット
5000円相当

17,000円

ふるさと納税で渡船・遊漁体験！乗
船チケット（5000円相当）です！島
根県から日本海、海上60㎞。日本海
の真ん中に浮かぶ隠岐諸島海士町。
ここには日本中から大物を求めて年
中多くの釣り人が訪れます。その釣
り人に人気なのが渡船・遊漁。船の
上で行う釣りを是非体験してみてく
ださい！大物の魚がいっぱい釣れる
かも！？※本御礼品はチケットのみ
となります。ご予約はチケット到着
後お客様自身で…

【渡船・遊漁】乗船チケット
8000円相当

27,000円

ふるさと納税で渡船・遊漁体験！乗
船チケット（8000円相当）です！島
根県から日本海、海上60㎞。日本海
の真ん中に浮かぶ隠岐諸島海士町。
ここには日本中から大物を求めて年
中多くの釣り人が訪れます。その釣
り人に人気なのが渡船・遊漁。船の
上で行う釣りを是非体験してみてく
ださい！大物の魚がいっぱい釣れる
かも！？※本御礼品はチケットのみ
となります。ご予約はチケット到着
後お客様自身で…

【渡船・遊漁】乗船チケット
10000円相当

34,000円

ふるさと納税で渡船・遊漁体験！乗
船チケット（10000円相当）です！
島根県から日本海、海上60㎞。日本
海の真ん中に浮かぶ隠岐諸島海士町
。ここには日本中から大物を求めて
年中多くの釣り人が訪れます。その
釣り人に人気なのが渡船・遊漁。船
の上で行う釣りを是非体験してみて
ください！大物の魚がいっぱい釣れ
るかも！？※本御礼品はチケットの
みとなります。ご予約はチケット到
着後お客様自身…

【渡船・遊漁】乗船チケット
13000円相当

44,000円

ふるさと納税で渡船・遊漁体験！乗
船チケット（13000円相当）です！
島根県から日本海、海上60㎞。日本
海の真ん中に浮かぶ隠岐諸島海士町
。ここには日本中から大物を求めて
年中多くの釣り人が訪れます。その
釣り人に人気なのが渡船・遊漁。船
の上で行う釣りを是非体験してみて
ください！大物の魚がいっぱい釣れ
るかも！？※本御礼品はチケットの
みとなります。ご予約はチケット到
着後お客様自身…
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島根県　海士町

【渡船・遊漁】乗船チケット
15000円相当

50,000円

ふるさと納税で渡船・遊漁体験！乗
船チケット（15000円相当）です！
島根県から日本海、海上60㎞。日本
海の真ん中に浮かぶ隠岐諸島海士町
。ここには日本中から大物を求めて
年中多くの釣り人が訪れます。その
釣り人に人気なのが渡船・遊漁。船
の上で行う釣りを是非体験してみて
ください！大物の魚がいっぱい釣れ
るかも！？※本御礼品はチケットの
みとなります。ご予約はチケット到
着後お客様自身…

【渡船・遊漁】乗船チケット
18000円相当

60,000円

ふるさと納税で渡船・遊漁体験！乗
船チケット（18000円相当）です！
島根県から日本海、海上60㎞。日本
海の真ん中に浮かぶ隠岐諸島海士町
。ここには日本中から大物を求めて
年中多くの釣り人が訪れます。その
釣り人に人気なのが渡船・遊漁。船
の上で行う釣りを是非体験してみて
ください！大物の魚がいっぱい釣れ
るかも！？※本御礼品はチケットの
みとなります。ご予約はチケット到
着後お客様自身…

【渡船・遊漁】乗船チケット
20000円相当

67,000円

ふるさと納税で渡船・遊漁体験！乗
船チケット（20000円相当）です！
島根県から日本海、海上60㎞。日本
海の真ん中に浮かぶ隠岐諸島海士町
。ここには日本中から大物を求めて
年中多くの釣り人が訪れます。その
釣り人に人気なのが渡船・遊漁。船
の上で行う釣りを是非体験してみて
ください！大物の魚がいっぱい釣れ
るかも！？※本御礼品はチケットの
みとなります。ご予約はチケット到
着後お客様自身…

【渡船・遊漁】乗船チケット
23000円相当

77,000円

ふるさと納税で渡船・遊漁体験！乗
船チケット（23000円相当）です！
島根県から日本海、海上60㎞。日本
海の真ん中に浮かぶ隠岐諸島海士町
。ここには日本中から大物を求めて
年中多くの釣り人が訪れます。その
釣り人に人気なのが渡船・遊漁。船
の上で行う釣りを是非体験してみて
ください！大物の魚がいっぱい釣れ
るかも！？※本御礼品はチケットの
みとなります。ご予約はチケット到
着後お客様自身…

【渡船・遊漁】乗船チケット
25000円相当

84,000円

ふるさと納税で渡船・遊漁体験！乗
船チケット（25000円相当）です！
島根県から日本海、海上60㎞。日本
海の真ん中に浮かぶ隠岐諸島海士町
。ここには日本中から大物を求めて
年中多くの釣り人が訪れます。その
釣り人に人気なのが渡船・遊漁。船
の上で行う釣りを是非体験してみて
ください！大物の魚がいっぱい釣れ
るかも！？※本御礼品はチケットの
みとなります。ご予約はチケット到
着後お客様自身…

クレイ足浴チケット

10,000円

フェイシャルクレイパック＆フェイ
シャルトリートメントチケット

27,000円

アロマトリートメント（全身）チケ
ット

27,000円

アロマトリートメント（全身）＆リ
フレグソロジーチケット

44,000円

アロマトリートメント（全身）チケ
ット＆クロモジ精油セット

44,000円

アロマトリートメント（全身）チケ
ットと、クロモジ精油のセットです
。

【A5・A4等級】隠岐牛サーロイン・
上赤身ステーキセット400g＜天然塩
付き＞

35,000円

島の大自然で放牧されて育った、ブ
ランド黒毛和牛「隠岐牛」のサーロ
イン＆上赤身ステーキ2枚（400g）
セット！A5・A4等級のとろける上質
なお肉です。一般市場にはほとんど
出回っていない「本物」のブランド
牛を、この機会にぜひご賞味くださ
い！

【海士の本氣をお届け！】本氣米３
㎏

8,000円

島の本氣のブランド米『本氣米』を
お届け！本氣米は食味に秀でたコシ
ヒカリ！！海士町産のコシヒカリは
適度な粘り気と上品な甘みが特徴で
、おかずやふりかけなどがなくても
そのままご飯だけで箸が進みます。
本氣米ごはんと味噌汁、お漬物で十
分なご馳走になります！冷めても変
わらない粘り気と味わいは本氣米だ
からこそ！本氣米色つやも大変良く
、島で大切に育てられた本氣米は炊
くと一粒一粒…
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島根県　海士町

【海士の本氣をお届け！】本氣米５
㎏

12,000円

島の本氣のブランド米『本氣米』を
お届け！本氣米は食味に秀でたコシ
ヒカリ！！海士町産のコシヒカリは
適度な粘り気と上品な甘みが特徴で
、おかずやふりかけなどがなくても
そのままご飯だけで箸が進みます。
本氣米ごはんと味噌汁、お漬物で十
分なご馳走になります！冷めても変
わらない粘り気と味わいは本氣米だ
からこそ！本氣米色つやも大変良く
、島で大切に育てられた本氣米は炊
くと一粒一粒…

【海士の本氣をお届け！】本氣米10
㎏

24,000円

島の本氣のブランド米『本氣米』を
お届け！本氣米は食味に秀でたコシ
ヒカリ！！海士町産のコシヒカリは
適度な粘り気と上品な甘みが特徴で
、おかずやふりかけなどがなくても
そのままご飯だけで箸が進みます。
本氣米ごはんと味噌汁、お漬物で十
分なご馳走になります！冷めても変
わらない粘り気と味わいは本氣米だ
からこそ！本氣米色つやも大変良く
、島で大切に育てられた本氣米は炊
くと一粒一粒…

後鳥羽院800年祭記念ウィンドブレ
ーカー

20,000円

2021年は隠岐諸島があつくなる！島
を挙げての大祭『後鳥羽院800年祭
』海士町は承久の乱で後鳥羽上皇が
ご配流になった地として知られてい
ます。2021年は後鳥羽天皇御来島80
0年の佳節にあたります。それに伴
い海士町ではご配流800年を記念す
る『後鳥羽院800年祭』がございま
す。祭は2021年から2022年にかけて
行われ、島の多くの場所が祭の会場
になります。800年祭では隠岐諸島
に住む多くのデザイ…

隠岐神社手ぬぐい

5,000円

島の真ん中には隠岐神社があります
。多くの島民が訪れ、時にはゆっく
りしに、時には様々なことを願いに
。島の暮らしには隠岐神社がありま
す。本返礼品は、その隠岐神社の手
ぬぐいです。ぜひ手ぬぐいをもって
島に遊びに来てください。

【島のお米の定期便】計15kg！本氣
米5kg×3か月定期便

36,000円

島の本氣のブランド米『本氣米』を
お届け！本氣米は食味に秀でたコシ
ヒカリ！！海士町産のコシヒカリは
適度な粘り気と上品な甘みが特徴で
、おかずやふりかけなどがなくても
そのままご飯だけで箸が進みます。
本氣米ごはんと味噌汁、お漬物で十
分なご馳走になります！冷めても変
わらない粘り気と味わいは本氣米だ
からこそ！本氣米色つやも大変良く
、島で大切に育てられた本氣米は炊
くと一粒一粒…

【島のお米の定期便】計30kg！本氣
米10kg×3か月定期便

72,000円

島の本氣のブランド米『本氣米』を
お届け！本氣米は食味に秀でたコシ
ヒカリ！！海士町産のコシヒカリは
適度な粘り気と上品な甘みが特徴で
、おかずやふりかけなどがなくても
そのままご飯だけで箸が進みます。
本氣米ごはんと味噌汁、お漬物で十
分なご馳走になります！冷めても変
わらない粘り気と味わいは本氣米だ
からこそ！本氣米色つやも大変良く
、島で大切に育てられた本氣米は炊
くと一粒一粒…

【島のお米の定期便】計30kg！本氣
米5kg×6か月定期便

72,000円

島の本氣のブランド米『本氣米』を
お届け！本氣米は食味に秀でたコシ
ヒカリ！！海士町産のコシヒカリは
適度な粘り気と上品な甘みが特徴で
、おかずやふりかけなどがなくても
そのままご飯だけで箸が進みます。
本氣米ごはんと味噌汁、お漬物で十
分なご馳走になります！冷めても変
わらない粘り気と味わいは本氣米だ
からこそ！本氣米色つやも大変良く
、島で大切に育てられた本氣米は炊
くと一粒一粒…

【島のお米の定期便】計60kg！本氣
米10kg×6か月定期便

144,000円

島の本氣のブランド米『本氣米』を
お届け！本氣米は食味に秀でたコシ
ヒカリ！！海士町産のコシヒカリは
適度な粘り気と上品な甘みが特徴で
、おかずやふりかけなどがなくても
そのままご飯だけで箸が進みます。
本氣米ごはんと味噌汁、お漬物で十
分なご馳走になります！冷めても変
わらない粘り気と味わいは本氣米だ
からこそ！本氣米色つやも大変良く
、島で大切に育てられた本氣米は炊
くと一粒一粒…

【島のお米の定期便】計20kg！コシ
ヒカリ・きぬむすめ5kg×4か月定期
便

30,000円

島の農業組合「サンライズうづか」
のコシヒカリときぬむすめの定期便
です。サンライズうづかのお米は美
味しまね認証を取得し、安心安全な
お米。島民のそばにはサンライズの
お米があります！定期便としてコシ
ヒカリときぬむすめを交互にお送り
いたします。ぜひこの機会にご賞味
ください！※入金月の翌月中旬より
発送を開始いたします。・内容量コ
シヒカリ5kg×2回きぬむすめ5kg×2
回・生産者農業組…

【島のお米の定期便】計40kg！コシ
ヒカリ・きぬむすめ10kg×4か月定
期便

54,000円

島の農業組合「サンライズうづか」
のコシヒカリときぬむすめの定期便
です。サンライズうづかのお米は美
味しまね認証を取得し、安心安全な
お米。島民のそばにはサンライズの
お米があります！定期便としてコシ
ヒカリときぬむすめを交互にお送り
いたします。ぜひこの機会にご賞味
ください！※入金月の翌月中旬より
発送を開始いたします。・内容量コ
シヒカリ10kg×2回きぬむすめ10kg
×2回・生産者農業…

【島のお米の定期便】計30kg！コシ
ヒカリ・きぬむすめ5kg×6か月定期
便

43,000円

島の農業組合「サンライズうづか」
のコシヒカリときぬむすめの定期便
です。サンライズうづかのお米は美
味しまね認証を取得し、安心安全な
お米。島民のそばにはサンライズの
お米があります！定期便としてコシ
ヒカリときぬむすめを交互にお送り
いたします。ぜひこの機会にご賞味
ください！※入金月の翌月中旬より
発送を開始いたします。・内容量コ
シヒカリ5kg×3回きぬむすめ5kg×3
回・生産者農業組…

【島のお米の定期便】計60kg！コシ
ヒカリ・きぬむすめ10kg×6か月定
期便

80,000円

島の農業組合「サンライズうづか」
のコシヒカリときぬむすめの定期便
です。サンライズうづかのお米は美
味しまね認証を取得し、安心安全な
お米。島民のそばにはサンライズの
お米があります！定期便としてコシ
ヒカリときぬむすめを交互にお送り
いたします。ぜひこの機会にご賞味
ください！※入金月の翌月中旬より
発送を開始いたします。・内容量コ
シヒカリ10kg×3回きぬむすめ10kg
×3回・生産者農業…
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島根県　海士町

なかむら旅館1泊宿泊券1～2名様（
朝夕食付）

34,000円

海士町の名物旅館のひとつ、旅館「
なかむら」。なかむらは旅館と居酒
屋の2つの側面を持つ、島民に愛さ
れる旅館です。歴史と伝統ある島の
旅館には、島出身のオーナーやUタ
ーン、Iターン者、そして住民の方
々が日夜集まります。「なかむら」
が目指すのは、お客さんがたくさん
笑って、出会って、美味しいものを
いただける場所。「海士町に甘えて
ほしい。そしてせっかくに海士町を
訪れたならば、良…

【ウェディングムービー撮影特別プ
ラン】島の宿なかむら旅館3泊4日（
朝夕食付）

340,000円

【海士町で愛する人と一生の思い出
を】海士町は日本海の真ん中に位置
する離島です。綺麗な自然、穏やか
な海に囲まれており、ここにしかな
い美しい風景があります。二人の思
いやこれから描く未来をこの島で表
現しませんか？https://www.youtub
e.com/watch?v=PRWvQMfb-rE島の宿
に泊まりながら、3泊4日でウェディ
ングムービーを撮影いたします。島
の中であなたの良さを引き出しなが
ら、一生の思い…

【旅の動画撮影特別プラン】島の宿
なかむら旅館2泊3日（朝夕食付）

233,000円

【あなたの旅を一生の思い出に】海
士町は日本海の真ん中に位置する離
島です。綺麗な自然、美しい海に囲
まれており、ここにしかない風景が
あります。素朴な田舎と雄大な自然
の中で、あなたの旅に同行し、あな
たの旅を形にいたします。https://
www.youtube.com/watch?v=PRWvQMfb
-rE島の宿に泊まりながら、2泊3日
で旅の動画を撮影いたします。島の
中であなたの良さを引き出しながら
、一生の思い出…

今が旬！朝どれ寒シマメ特大サイズ
（350-500g）丸ごと4杯セット

16,000円

今が旬！朝どれ寒シマメ特大サイズ
（350-500g）丸ごと3杯セット

12,000円

今が旬！朝どれ寒シマメ特大サイズ
（350-500g）丸ごと2杯セット

8,000円

今が旬！朝どれ寒シマメ特大サイズ
（350-500g）丸ごと2杯とブランド
岩牡蠣Sサイズ5個セット

18,000円

今が旬！朝どれ寒シマメ特大サイズ
（350-500g）丸ごと2杯と岩牡蠣SS
サイズ6個セット

18,000円

今が旬！朝どれ丸ごと寒シマメ特大
サイズ（350-500g）と岩牡蠣Sサイ
ズ5個セット

14,000円

今が旬！朝どれ丸ごと寒シマメ特大
サイズ（350-500g）と岩牡蠣SSサイ
ズ6個セット

14,000円

【和牛の定期便】隠岐牛ロース・上
赤身すき焼き定期便3か月

100,000円

幻の和牛「隠岐牛」の定期便です！
肉の評論家からも絶賛されたこの部
位、このセットを定期便で！島の大
自然で放牧されて育った、ブランド
黒毛和牛「隠岐牛」のロース＆上赤
身すき焼き用500gを毎月お送りいた
します！A5・A4等級のとろける上質
なお肉です。一般市場にはほとんど
出回っていない「本物」のブランド
牛を、この機会にぜひご賞味くださ
い！

【和牛の定期便】隠岐牛ロース・上
赤身すき焼き定期便（3か月）

100,000円

ついに、隠岐牛の定期便が出ました
！島の大自然で放牧されて育った、
ブランド黒毛和牛「隠岐牛」のロー
ス＆上赤身すき焼き用500g×3か月
の定期便！A5・A4等級のとろける上
質なお肉です。一般市場にはほとん
ど出回っていない「本物」のブラン
ド牛を、この機会にぜひご賞味くだ
さい！
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島根県　海士町

【和牛の定期便】隠岐牛ロースステ
ーキ定期便（3か月）

120,000円

ついに、隠岐牛の定期便が出ました
！島の大自然で放牧されて育った、
ブランド黒毛和牛「隠岐牛」のサー
ロインステーキ400ｇ×3か月の定期
便！A5・A4等級のとろける上質なお
肉です。一般市場にはほとんど出回
っていない「本物」のブランド牛を
、この機会にぜひご賞味ください！

【和牛の定期便】隠岐牛ロース尽く
し定期便（3か月）

160,000円

ついに、隠岐牛の定期便が出ました
！島の大自然で放牧されて育った、
ブランド黒毛和牛「隠岐牛」のロー
ス尽くし×３か月の定期便！隠岐牛
ロースの、ステーキ用400ｇを１回
、しゃぶしゃぶ用600ｇを１回、す
き焼き用600ｇを１回お送りし、３
か月で計３回の定期便になります。
A5・A4等級のとろける上質なお肉で
す。一般市場にはほとんど出回って
いない「本物」のブランド牛を、こ
の機会にぜひご賞…

【和牛の定期便】隠岐牛焼き肉定期
便（6か月）

137,000円

ついに、隠岐牛の定期便が出ました
！島の大自然で放牧されて育った、
ブランド黒毛和牛「隠岐牛」の上焼
き肉400ｇ×３回、上カルビ500ｇ×
３回をお送りし、6か月で計６回の
定期便！A5・A4等級のとろける上質
なお肉です。一般市場にはほとんど
出回っていない「本物」のブランド
牛を、この機会にぜひご賞味くださ
い！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Sサイズ6個　※5月23日まで

5,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ６個セット！Sサ
イズでも大満足の大きさ！今が旬の
プリプリ岩牡蠣をぜひ生でどうぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Sサイズ7個　※5月23日まで

6,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ７個セット！Sサ
イズでも大満足の大きさ！今が旬の
プリプリ岩牡蠣をぜひ生でどうぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Sサイズ8個　※5月23日まで

7,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ８個セット！Sサ
イズでも大満足の大きさ！今が旬の
プリプリ岩牡蠣をぜひ生でどうぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Sサイズ9個　※5月23日まで

8,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ９個セット！Sサ
イズでも大満足の大きさ！今が旬の
プリプリ岩牡蠣をぜひ生でどうぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Sサイズ10個　※5月23日まで

9,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ10個セット！Sサ
イズでも大満足の大きさ！今が旬の
プリプリ岩牡蠣をぜひ生でどうぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Sサイズ12個　※5月23日まで

10,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ12個セット！Sサ
イズでも大満足の大きさ！今が旬の
プリプリ岩牡蠣をぜひ生でどうぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Sサイズ15個　※5月23日まで

13,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ15個セット！Sサ
イズでも大満足の大きさ！今が旬の
プリプリ岩牡蠣をぜひ生でどうぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Sサイズ20個　※5月23日まで

17,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Sサイズ20個セット！Sサ
イズでも大満足の大きさ！今が旬の
プリプリ岩牡蠣をぜひ生でどうぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Mサイズ5個　※5月23日まで

6,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ5個セット！今が
旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でどう
ぞ！
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島根県　海士町

【期間限定】生のいわがき「春香」
Mサイズ6個　※5月23日まで

7,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ6個セット！今が
旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でどう
ぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Mサイズ8個　※5月23日まで

9,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ8個セット！今が
旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でどう
ぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Mサイズ9個　※5月23日まで

10,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ9個セット！今が
旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でどう
ぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Mサイズ10個　※5月23日まで

11,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ10個セット！今
が旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でど
うぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Mサイズ12個　※5月23日まで

13,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ12個セット！今
が旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でど
うぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Mサイズ15個　※5月23日まで

16,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ15個セット！今
が旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でど
うぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Mサイズ20個　※5月23日まで

22,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Mサイズ20個セット！今
が旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でど
うぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Lサイズ5個　※5月23日まで

7,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ5個セット！今が
旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でどう
ぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Lサイズ6個　※5月23日まで

8,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ6個セット！今が
旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でどう
ぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Lサイズ9個　※5月23日まで

12,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ9個セット！今が
旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でどう
ぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Lサイズ10個　※5月23日まで

13,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ10個セット！今
が旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でど
うぞ！

【期間限定】生のいわがき「春香」
Lサイズ15個　※5月23日まで

20,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ15個セット！今
が旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でど
うぞ！



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2021 03 05

島根県　海士町

【期間限定】生のいわがき「春香」
Lサイズ20個　※5月23日まで

26,000円

海士町が誇るブランド岩牡蠣「いわ
がき春香」Lサイズ20個セット！今
が旬のプリプリ岩牡蠣をぜひ生でど
うぞ！

今が旬！丸ごと特大寒シマメ（350-
500g）に特大いわがき4Lセット

21,000円

島の大人気海産物の特別特大コラボ
！今が旬の特大寒シマメ（スルメイ
カ）と特大いわがき春香のセットで
す！冬の今の時期は島では旬の寒シ
マメ。特に今の時期は特別大きく、
肝にも脂がのったおいしい寒シマメ
がとれます。旨味が詰まった最高の
寒シマメを、手早くCAS凍結。朝水
揚げされたそのままの鮮度でお届け
します！産地直送・鮮度抜群なので
、特に刺身がおすすめです！手早く
CAS凍結。また…

【超特大寒シマメ】今の時期しか取
れない超特大サイズ！これが本当の
寒シマメ

17,000円

おうちでほっこりいかご飯セット

7,000円

いわがきのグラタンセット（オリジ
ナルベシャメルソース）

9,000円

いわがきドリアセット（オリジナル
ベシャメルソース）

8,000円

肝醤油漬け食べ比べセット（春シマ
メ）

10,000円

白いかコロッケドドンと1.2㎏！！
（オリジナルベシャメルソース+ほ
くほくポテト）

20,000円

白いか＆いわがきのコロッケ（オリ
ジナルベシャメルソース+ほくほく
ポテト）

9,000円

いかの子の酢味噌和え5パックセッ
ト 1匹からごく少量しかとれない
希少部位

7,000円

いかの子の酢味噌和え5パックセッ
トです。寒シマメ1匹からごく少量
しかとれない希少部位の卵巣を贅沢
につかいました。1パックで大きい
寒シマメ約10杯分の卵巣を使用して
おります。噛むほど旨味が口に広が
り、酢味噌と、葱と生姜の風味が抜
群に合う絶品料理です。

旬の逸品
柔らか春シマメしゃぶしゃぶセット

13,000円

ブランドいわがき春香牡蠣尽くしセ
ット

39,000円
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島根県　海士町

ブランドいわがき春香パーティセッ
ト

25,000円

 

海士町産寒シマメ（スルメ）一夜干
し「しいしび」2枚セット

6,000円

 

絶品炊き込みご飯　さざえご飯の素

9,000円

 

絶品炊き込みご飯　岩がきご飯の素

10,000円

 

絶品炊き込みご飯　いかご飯の素

6,000円

 

白いか姿フライ3枚入り（120g×3）

10,000円
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〇海士町の地物特産品を贈呈します。

「ふるさと納税」でご寄付頂いた方に、御礼品として海士町の特産品等を贈

呈しております。返礼品の種類、品数はご寄付額に応じて変わります。

お礼の品として、豊富な海の幸、大自然の中で育った隠岐牛、お米や隠岐

の名酒、作り手こだわりのオリジナル商品のほか、海士町にしかつくれな

いユニークな組み合わせもお楽しみください。

〇寄付金額に応じた控除が受けれます。

「ふるさと納税」でご寄付頂いた金額に応じて、所得税・住民税から
寄付金控除が受けれます。

※その他特産品のお届けに関するご希望なども承ります。

（一部対応不可）

（例）配送日・時間指定をしてほしい

⇒▲月▲日 （▲時～▲時）時間指定について ・午前中

・１４時～１６時、１６時～１８時、１８時～２０時、１９時～２１時

の中からお選び頂き、ご記入をお願い申し上げます。

●１２月は配送が混雑しますので、以下のご指定のみとさせて頂いています。

①１２月上旬（１日～１０日）

②１２月中旬（１１日～２０日）

③１２月下旬（２１日～３１日）



海士町役場　交流促進課「ふるさと納税担当」　
　〒684-0404　島根県隠岐郡海士町大字福井1365番地5

● http://www.town.ama.shimane.jp ● E-mail　furusato@ama.town

● お支払い方法は５つの中からお選び下さい。

４

町窓⼝払
海士町役場交流促進課
までお越し下さい。

１

郵便払込
送付する専用の払込用紙を

ご利用ください。

（振替手数料は無料）

２

銀⾏振込
振込手数料はお客様負

担となります。

３

現⾦書留
現金書留の発送料はご負

担ください。

申し込み方法を次からお選び頂けます

添付しております「払込取扱票」（寄附申込書兼用）にて
最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局から申込と振込が同時にできます。

１

２

４～ 「寄附金申込書」を海士町役場まで送付（ＦＡＸ、メール）
ください。

ウェブサイト「ふるさとチョイス」からもお申し込みできます。

海士町ふるさと納税サイト https://amaholdings.co.jp/furusato-ama/
「トピックス 上段」

◎ 寄附金の使い道をお選びください。
1.誰もが安心して暮らせる島の環境施備に関する事業
2.島の自然環境や伝統文化、営みの継承と発展に関する事業
3.島丸ごと教育の魅力化に関する事業
4.地方と都市、海外との交流による人材育成に関する事業
5.地域資源を活用した地場産業の振興に関する事業
6.島の持続可能な経済循環の実現に関する事業
7.地区の振興に関する事業
8.海士町未来投資基金に関する事業
9.新型コロナウィルス等海士流支え合い基金に関する事業

● 海士町から「寄附金領収書」を発行いたします。

記念品と別に「領収書」をお送りします。所得税・個人住民税の寄附控除に必要となります。

電話 08514-2-0017 ＦＡＸ 08514-2-0358
お問合せは

添付しております町指定の銀行口座までお振込下さい。

３

５

クレジットカード払い
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと
チョイス」、「楽天市場」、「さとふる」、
「ふるなび」よりお申込み下さい。

５ ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」、「楽天市場」、
「さとふる」、「ふるなび」よりお申込み下さい。




