
ウェブサイトからもお申し込みできます。

平成31年4月版

「海士町ふるさと納税サイト」

http://www.town.ama.shimane.jp/
「トピックス 上段」



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。

海士町長 大 江 和 彦

（1）地場産業の振興に関する事業
（2）安心して子どもを生み育てる環境整備に関する事業

（3）安心して老後をふるさとで暮らせる環境整備に関する事業
（4）人材育成に関する事業

（5）隠岐島前高校の魅力アップに関する事業
（6）都市と地方との共生に関する事業

（7）次世代に引き継ぐ環境整備に関する事業
（8）ふるさとづくりに関する事業

（9）その他目的達成のため町長が必要と認めた事業



「ふるさと納税」でお支払いいただいた金額に応じて所得税、住民税から寄附金控除が受けられます。

「ふるさと納税」をされた方に、記念品として「ふるさと特産品」などを贈呈します。商品・品数は寄附金の

額に応じて変わります。5,000円につき、1ポイントという形で設定しており、ポイントに上限はありません。
5,000円以上 ご寄附いただいた皆様へ。

１ポイント

の特産品

１ポイント

の特産品

２ポイント

の特産品

２ポイント

の特産品

２ポイント

の特産品

ポイント制
で特産品をお選び下さい。

たとえば、２０，０００円の寄附だと、４ポイント贈呈

5,000円以上１ポイント

10,000円以上２ポイント

15,000円以上３ポイント

20,000円以上４ポイント

30,000円以上６ポイント

※その他特産品のお届けに関するご希望なども承ります。

（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）

50,000円以上１０ポイント



1ポイント 1ポイント 2ポイント

1 島の調味料セット 2 さざえカレーセット 3 朝どれ白いかセット

2ポイント 2ポイント 2ポイント

4 いわがき春香3個セット 5 寒シマメ堪能セット 6 ひおうぎ貝ドリアセット

2ポイント 3ポイント 3ポイント

7 寒シマメ肝醤油漬けセット 8

海士の本氣米（5kg）

梅むすびセット

9 寒シマメ三昧セット

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。

・ひおうぎ貝ドリア70g×8個

海士町で冬に獲れる寒シマメ（スルメい

か）の新鮮な身を特製肝醤油で漬け込ん

だ逸品。当商品を使った「寒シマメ漬け

丼」は、全国ご当地どんぶり選手権に過

去2回出場して好評を博しました。

海士町が誇るブランドいわがき「春香」の

特大サイズをCAS凍結。ハーフシェルタイ

プなので、面倒な殻剥き不要です。生食

可能、専用のカクテルソース付き。

・白いかラウンド160-200g×2杯

・白いかラウンド250-300g×1杯

海士町で獲れる高級白いか（剣先いか）

を丸ごとCAS凍結しました。濃厚な甘みと

透明感が特徴です。細胞破壊の起こらな

いCAS凍結により、獲れたての鮮度が楽

しめます。

海士町で冬獲れる寒シマメ（スルメいか）

を堪能できるセットです。

海水を炊きあげて造られた「海士乃塩」

「サランオキ」と、海士町で伝統的に伝わ

る調味料「こじょうゆ味噌」を詰め合わせ

た、海士町を代表する調味料セットです。

・いわがき春香ハーフシェルM×3個

・カクテルソース35g×1P

・寒シマメ肝醤油漬け100g×2P、寒シマメしゃ

きしゃき漬け100g×2P、寒シマメ肝和え45g×

2P、寒シマメげそ玄米粉唐揚げ100g×1P

・さざえカレー×2P

海士町を代表するレトルトタイプの大人気

ご当地カレーです。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。

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

氣米と海士乃塩及び薩婆訶梅によるむす

びセットです。

・寒シマメ肝醤油漬け100g×6P

・海士乃塩100g×1P ・サランオキ60g×

1P・こじょうゆ味噌100g×1個

・寒シマメラウンド300-350g×2杯

・寒シマメ肝醤油漬け100g×4P

・寒シマメげそ玄米粉から揚げ（ゲソ）100g×3P

海士の本氣米（5kg・白米）、薩婆訶梅1箱

（5個入り）、海士乃塩100g×1P

海士町で冬獲れる寒シマメ（スルメいか）

のセットになります。



3ポイント 3ポイント 3ポイント

10

いわがき春香5個

セット

11

海士の海鮮フライ

セット

12

シフォニア導入美

容液

4ポイント 4ポイント 4ポイント

13 海士のいか詰め合わせセット 14 白いかと岩がき春香(S)セット 15 いわがき春香7個セット

4ポイント 4ポイント 4ポイント

16 隠岐牛上焼肉盛り合せ 17 隠岐牛カルビ盛り合せ 18 隠岐牛上切り落とし

・上焼肉用350g(もも、肩、バラ)

・サランオキ(フレークソルト)30g×1個

・白いかラウンド250g×3杯

・寒シマメラウンド300-350g×3杯

海士町が誇るブランドいわがき「春香」の

特大サイズをCAS凍結。ハーフシェルタイ

プなので、面倒な殻剥き不要です。生食

可能、専用のカクテルソース付き。

・白いか開き70-90g×2P・白いか島風干し60-

90g×2枚・いわがき春香ハーフシェルＳ×3

個・カクテルソース35g×1P

高級な白いかのお刺身と寒シマメのお刺

身の両方が楽しめる詰め合わせセットで

す。

幻の黒毛和牛・隠岐牛のカルビ用です。

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。

幻の黒毛和牛・隠岐牛のお勧め部位の

盛合せです。特にきめが細かく、霜降りの

きれいな部位を使用しています。

・いわがきフライ180g×1個

・小さなアジフライ180g×2個

・寒シマメ玄米粉唐揚100g×3P

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

・いわがき春香ハーフシェルS×3個

・いわがき春香ハーフシェルM×2個

・カクテルソース35g×1P

海士町が誇るブランドいわがき「春香」の

特大サイズをCAS凍結。ハーフシェルタイ

プなので、面倒な殻剥き不要です。生食

可能、専用のカクテルソース付き。

海士町の海域で採取された海藻から抽出

した希少な美容成分を配合した導入美容

液です。肌にやさしい無添加処方。洗顔

後のひと手間で、うるおい・ハリが宿る肌

へと導きます。

・カルビ焼肉用520g

・サランオキ(フレークソルト)30g×1個

・いわがき春香ハーフシェルS×7個

・カクテルソース35g×1P

・1本60mL(約2ヶ月分)

幻の黒毛和牛・隠岐牛の肉じゃが、家庭

用すき焼き用です。

・隠岐牛上切り落とし400g(2個)



6ポイント 6ポイント 6ポイント

19
海士の本氣米（10kg）梅むすびセット

20

いわがき春香10個

セット

21

海士の白いかといわ

がき春香(M)セット

6ポイント 6ポイント 6ポイント

22

海士町ブランド詰

め合わせセット

23

海士の贅沢海鮮フ

ライセット

24

隠岐牛ロース・上赤身

肉しゃぶしゃぶ用

6ポイント 6ポイント

25

隠岐牛ロース・上

赤身肉すき焼き用

26

隠岐牛サーロインス

テーキ

幻の黒毛和牛・隠岐牛のサーロインス

テーキ用です。

海士町が誇るブランドいわがき「春香」の

特大サイズをCAS凍結。ハーフシェルタイ

プなので、面倒な殻剥き不要です。生食

可能、専用のカクテルソース付き。

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。

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。

海士町の海産物のフライが一度で贅沢に

堪能できる詰め合わせです。

海士の本氣米（5kg・白米）×2袋、薩婆訶梅1

箱（5個入り）、海士乃塩・山椒塩・鰹節塩（各

50g）

・いわがき春香ハーフシェルM×10個

・カクテルソース35g×1P

・いわがきフライ180g×2個・白いかフライ120ｇ×1個・小さ

なアジフライ180g×2個・寒シマメ玄米粉唐揚100g×2P・

白いかコロッケ120ｇ×2個・いわがきコロッケ120ｇ×2個

・白いかラウンド160-200g×2杯・いわがき春

香ハーフシェルS×2個・カクテルソース35g×

1P・隠岐牛焼き肉用100g×2P・海士乃塩100g

ロース250g

上赤身250g

・サーロイン200g(2個)

・サランオキ(フレークソルト)30g×1個

・山椒塩50g×1個

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

氣米と海士乃塩及び薩婆訶梅によるむす

びセットです。

・いわがき春香ハーフシェルMサイズ×７個、

白いか開き（70-90g）×2P、カクテルソース35g

×1P、海士乃塩（40g）

ロース250g

上赤身250g

幻の黒毛和牛・隠岐牛のしゃぶしゃぶ用

です。

幻の黒毛和牛・隠岐牛のすき焼き用で

す。



10ポイント 10ポイント 10ポイント

27

隠岐牛サーロインステー

キ・上赤身ステーキセット

28

隠岐牛ロースすき焼き

用

29

隠岐牛ロースしゃぶ

しゃぶ用

2ポイント 4ポイント 6ポイント

30

海士町地域通貨

「ハーン」

31

海士町地域通貨

「ハーン」

32

海士町地域通貨

「ハーン」

海士町内のお店で使用できる商品券 海士町内のお店で使用できる商品券 海士町内のお店で使用できる商品券

・500円×6枚 ・500円×12枚 ・500円×18枚

・サーロイン200g(2個)、上赤身180g(2個)(ラン

プ、しんしん、肩三角、うちもも)、サランオキ(フ

レークソルト)30g×1個、山椒塩50g×1個

幻の黒毛和牛・隠岐牛のサーロインス

テーキ用です。

サーロイン600gサーロイン600g

幻の黒毛和牛・隠岐牛のすき焼き用で

す。

幻の黒毛和牛・隠岐牛のしゃぶしゃぶ用

です。



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　kouryu@town.ama.shimane.jp

● お支払い方法は４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 http://www.town.ama.shimane.jp/
「トピックス 上段」

● 寄附金の使い道をお選びください。

①地場産業の振興 ②安心して子どもを生み育てる環境整備

③安心して老後をふるさとで暮らせる環境整備 ④人材育成 ⑤隠岐島前高校の魅力アップ

⑥都市と地方との共生 ⑦次世代に引き継ぐ環境整備 ⑧ふるさとづくり

⑨その他目的達成のため町長が必要と認めた事業

● ５，０００円以上ご寄附いただいた方へ、ポイント制で海士町の特産品

を贈呈します。

● 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」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」よりお申込み下

さい。海士町ホームページからもリンクがあります。


