
「ふるさと姫島」応援寄附金

姫 島 村

謝礼カタログ



豊かな漁場と、詩情豊かな島「ふるさと姫島」の魅力
を皆さまにお届けいたします。



皆さまからいただいた寄附金は、「地域づくり基金」に積み立て、
姫島村の特色を活かした活力ある村づくりに活用させていただきます。

「ふるさと」を担う人材の育成・確保
「ふるさと」の原風景の維持
（環境・景観の保全、文化の継承）

安心して暮らせる「ふるさと」づくり

教育・文化スポーツなどの推進。
UIターンの促進など

自然環境、景観の保全・整備。歴史、
文化の継承。

高齢者福祉、医療機関の充実。
地域コミュニティの維持。

・・・ お届け温度帯

謝礼品情報アイコンの見方

＊配送指定については、ご指定があれば承ります（全品対象）
（商品の都合上、指定については1か月以内にお願いいたします）

冷凍 冷蔵 常温



SHRIMP

お礼品番号 ①
「凍眠凍結姫島車えび」のみ

姫島車えび養殖（株） コース

寄付金額 数量（送料込）

10,000円 2パック
20,000円 4パック
30,000円 6パック
40,000円 8パック
50,000円 10パック
60,000円 12パック
70,000円 14パック
80,000円 16パック
90,000円 18パック
100,000円 20パック

※1パック200ｇ（4尾～5尾）

活き〆の車えびを急速冷凍していますので、お刺身で
もたべられます

寄付金額 数量（送料込）

10,000円 2パック
20,000円 4パック
30,000円 6パック
40,000円 8パック
50,000円 10パック
60,000円 12パック
70,000円 14パック
80,000円 16パック
90,000円 18パック
100,000円 20パック

※1パック190~200ｇ（4尾～5尾）

お礼品番号 ②
「姫島車えびフライ」のみ

寄付金額 数量（送料込）

10,000円 2パック
20,000円 4パック
30,000円 6パック
40,000円 8パック
50,000円 10パック
60,000円 12パック
70,000円 14パック
80,000円 16パック
90,000円 18パック
100,000円 20パック

※1パック190~200ｇ（4尾～5尾）

お礼品番号 ③
ミ ッ ク ス

「凍眠凍結姫島車えび」「姫島車えびフライ」詰め合わせ

姫島車エビ養殖（株）
TEL 0978-87-2119

冷凍

冷凍

冷凍



大分県漁協姫島支店 コース

寄付金額 50,000円

◉内容/うに2本、車えび3袋、イカブツ2袋、
タコブツ2袋、鯛一夜干し2袋、エソ一
夜干し1袋、姫島ひじき20ｇ4袋

◉賞味期限/詳細はラベルに記載

大分県漁業協同組合姫島支店
TEL 0978-87-2211

お礼品番号 ②
海 の 幸 Ｂ セ ッ ト

お礼品番号 ③
海 の 幸 Ｃ セ ッ ト

お礼品番号 ①
海 の 幸 Aセ ッ ト

＊提供元の規格変更になどに伴い、内容が変更となる場合がございます。

姫島近海で採れた新鮮なものだけを加工し、詰合せにしました

冷凍

冷凍

冷凍

寄付金額 40,000円

◉内容/うに1本、車えび2袋、イカブツ2袋、
タコブツ2袋,サヨリの一夜干し2袋、
鯛身1袋、鯛フライ1袋、エソの一
夜干し1袋、姫島ひじき20ｇ3袋

◉賞味期限/詳細はラベルに記載

寄付金額 30,000円

◉内容/うに1本、車えび1袋、イカブツ
2袋,タコブツ2袋、鯛の一夜干し
2袋、エソの一夜干し1袋、姫島
ひじき40ℊ2袋

◉賞味期限/詳細はラベルに記載



大分県漁協姫島支店 コース

大分県漁業協同組合姫島支店
TEL 0978-87-2211

お礼品番号 ④
海 藻 A セ ッ ト

＊提供元の規格変更になどに伴、内容が変更となる場合がございます。

お礼品番号 ⑦
た こ ぶ つ

寄付金額 10,000円
◉内容/たこのぶつ切り200ｇ5袋

◉賞味期限/ラベルに記載

新鮮な「いか」と「たこ」を一口
サイズにカットしました。多種多
様な料理にご利用いただけます。

冷凍

寄付金額 15,000円

◉内容/姫島ひじき40ｇ2袋、姫島わかめ2
袋、うに1本

◉賞味期限/製造より1年（詳細はラベルに

記載）

＊お申し込みは随時受け付けておりますが、

配送は4月～9月となります。

お礼品番号 ⓽
姫島うに

寄付金額 10,000円

◉内容/アルコール漬うに70ℊ
◉賞味期限/製造より1年

＊お申込みは随時受け付けておりま
すが、配送は9月～11月になりま
す。

常温

常温

お礼品番号 ⑤
ふぐぶつ切り

寄付金額 10,000円

◉内容/黒サバふぐブツ切り300ｇ

◉賞味期限/製造より半年（詳細はラベルに

記載）

お礼品番号 ⑧
ぶつ切セット

寄付金額 10,000円

◉内容/イカのブツ切り200ｇ3袋、タコ
ブツ切り200g３袋

◉賞味期限/製造より１年（詳細はラベルに

記載）

冷凍

冷凍

お礼品番号 ➅
イ カ ぶ つ

寄付金額 10,000円
◉内容/いかのぶつ切り200ｇ6袋

◉賞味期限/ラベルに記載

冷凍



新鮮な「エソ」と「真鯛」を丁寧に下処
理をしてパン粉をつけて真空パックにし
ました。揚げるだけでサクッとした食感
とふわっとした身の食感が楽しめます。

大分県漁協姫島支店 コース

大分県漁業協同組合姫島支店
TEL 0978-87-2211

お礼品番号 ⑪
たいフライ

寄付金額 10,000円

◉内容/鯛のフライ200ｇ5袋
◉賞味期限/製造より半年（詳細についてはラベルに記載）

お礼品番号 ➉
エソフライ

＊提供元の規格変更になどに伴い、内容が変更となる場合がございます。

冷凍

冷凍

寄付金額 10,000円

◉内容/エソのフライ200ｇ7袋

◉賞味期限/製造より半年（詳細はラベルに記載）

寄付金額 10,000円

◉内容/エソのフライ200ｇ3袋、鯛のフライ200ｇ3袋
◉賞味期限/製造より半年（詳細についてはラベルに記載）

吾智網漁

お礼品番号 ⑫
フライミックス



お礼品番号 ⑬
一夜干しセット

大分県漁協姫島支店 コース

大分県漁業協同組合姫島支店
TEL 0978-87-2211

お礼品番号 ⑭
冷凍 天然もずく

お礼品番号 ⑮
姫 島 ひ じ き

寄付金額 10,000円
◉内容/姫島ひじき40ｇ6袋
◉賞味期限/製造から1年

新芽だけを収穫して、
手間暇かけて仕上げました。

すべて手作業でやっています

冷凍

冷凍

常温

寄付金額 15,000円

◉内容/姫島ひじき40g2袋、エソの一夜干
し200ｇ2袋、鯛の一夜干し2袋

◉賞味期限/製造より1年（詳細はラベルに

記載）

寄付金額 10,000円

◉内容/天然もずく200ｇ×10袋

◉賞味期限/製造より半年（詳細はラベルに

記載）

※塩抜き下処理はしておりません。

ひじき釜茹

ひじき天日干し



お お い た 姫 島 コース

おおいた姫島 株式会社
TEL 0978-87-2067

お礼品番号 ①
幻の2日ひじき煮

寄付金額 数量

10,000円 3袋
20,000円 6袋
30,000円 9袋
40,000円 12袋
50,000円 15袋

◉内容/ひじき煮（120ｇ・出汁15ｇ）
◉賞味期限/製造から1年

お礼品番号 ②
おおいた姫島海鮮セット

寄附金額 10,000円

◉内容/車えびかりんとう65ｇ6袋
◉賞味期限/製造から半年

＊ビールは付いていません

付属の出汁と一緒に、炊き立てのご
飯に混ぜるだけで「ひじきご飯」の
出来上がり！

島の母ちゃんの味付けで煮込み仕上げました！

冷凍

冷凍

常温

寄付金額 40,000円

◉内容/幻の2日ひじき15ｇ2袋、無塩わか
め20ｇ2袋、たこ飯の素2袋、幻の2
日ひじき煮2袋、島だこ冷やし唐揚
げ（甘口）1袋、島だこ冷やし唐揚
げ（ぴり辛）1袋

◉賞味期限/製造より半年から2年（詳細は

ラベルに 記載）

お礼品番号 ③
姫島車えびかりんとう



お お い た 姫 島 コース

おおいた姫島 株式会社
TEL 0978-87-2067

特製ダレを絡めて冷やした「島だこ冷やし唐揚げ」
冷えたままでも食べられますので、お酒のおつまみ
などに最適です！！

お礼品番号 ④
たこめしの素・島だこ冷やし唐揚げセット

お礼品番号 ⑥
たこめしの素

寄付金額 20,000円

◉内容/たこ飯の素180ｇ（出汁40㏄）5袋
◉賞味期限/製造から1年

5月頃南から北と向かう途中で、姫島で休息するアサギマダラ

冷凍

冷凍

冷凍

寄付金額 20,000円

◉内容/たこ飯の素2袋、島だこ冷やし唐揚
げ（甘口）2袋、島だこ冷やし唐揚
げ（ぴり辛）2袋

◉賞味期限/製造より1年（詳細はラベルに

記載）

寄付金額 20,000円

◉内容/たこ飯の素2袋、幻の2日ひじき煮3袋

◉賞味期限/製造より1年

10月頃には、北から南へ

お礼品番号 ⑤
たこめしの素・幻の2日ひじき煮セット



お お い た 姫 島 コース

1年間に2日間しか
採れない希少な島
ひじきです。
新芽だけを収穫し
ているので、水戻
しだけでサラダで
も食べられる逸品
です。 おおいた姫島 株式会社

TEL 0978-87-2067

お礼品番号 ⑦
幻の2日ひじき

寄付金額 数量（送料込）

・10,000円
・20,000円
・30,000円
・40,000円
・50,000円

3袋
6袋
9袋
12袋
15袋

◉内容/乾燥ひじき15ｇ
◉賞味期限/製造から2年

島わかめ

お礼品番号⑧

お礼品番号⓽

幻の2日ひじき・島わかめセット

寄付金額 数量（送料込）

・10,000円
・20,000円
・30,000円
・40,000円
・50,000円

◉内容/無塩わかめ20ｇ

◉賞味期限/製造から1年

3袋
6袋
9袋
12袋
15袋

寄付金額 40,000円

◉内容/乾燥ひじき15ｇ×6袋・無塩わかめ
20ｇ×6袋

◉賞味期限/製造から1年から2年お礼品番号 ➉
天然あおさ

寄付金額 数量（送料込）

・10,000円
・20,000円
・30,000円
・40,000円

◉内容/あおさ18ｇ
◉ 賞味期限/製造から1年

3袋
6袋
9袋
12袋

常温

常温

常温

常温



お お い た 姫 島 コース

おおいた姫島 株式会社
TEL 0978-87-2067

お礼品番号 ⑪
姫島産 天然真蛸

寄付金額 10,000円

・真蛸 1匹

◉内容/真蛸800ｇ1匹
◉賞味期限/製造から1年

お礼品番号 ⑫
姫島産 天然真蛸カット

寄付金額 数量

10,000円 3袋
20,000円 6袋
30,000円 9袋
40,000円 12袋

◉内容/真蛸（カット）180ｇ
◉賞味期限/製造から1年

お礼品番号 ⑬
姫島産 天然真蛸の唐揚げ

寄付金額 数量

10,000円 3袋
20,000円 6袋
30,000円 9袋
40,000円 12袋

◉内容/真蛸の唐揚げ（カット）
100ｇ
◉賞味期限/製造から1年

お礼品番号 ⑭
天然真蛸尽くしセット

寄付金額 40,000円
◉内容/たこ飯の素3袋、島だこ冷

やし唐揚げ（甘口）100g2袋、
島だこ冷やし唐 揚げ
（辛口）100ｇ2袋、天然真
蛸の唐揚げ100ｇ2袋、天然
真蛸カット180ｇ2袋

◉賞味期限/製造から半年から1年
（詳細についてはラベルに記
載）

島で水揚げされた天然の真蛸は
太く、身の締まった足が特徴で
す。下処理をして仕上げていま
すので、天ぷら、しゃぶしゃぶ
などの料理をお楽しみいただけ
ます。

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

海底に沈める「たこつぼ」



お お い た 姫 島 コース

寄付金額 60,000円

◉内容/姫島活き〆車えび5尾入り2袋、
姫島車えびフライ5尾入り2袋、
天然真蛸800ｇ1匹、幻の2日ひじ
き15ｇ3袋、無塩わかめ20ｇ3袋、
天然あおさ18ｇ3袋

◉賞味期限/製造から1年から2年

おおいた姫島 株式会社
TEL 0978-87-2067

お礼品番号 ⑱
【贈答用】姫島豪華セット

冷凍

お礼品番号 ⑰
タコ味噌3個セット

寄付金額 10,000円

◉内容/タコ味噌100ｇ3個
◉賞味期限/製造から8か月

お礼品番号 ⑮
タコカレー3食セット

寄付金額 10,000円

◉内容/（タコカレー200ｇ、包装米飯20ｇ）×3個
◉賞味期限/製造から6か月

お礼品番号 ⑯
幻の2日ひじきと焼き貝の炊き込
みご飯の素 3個セット

寄付金額 10,000円

◉内容/（ひじき4ℊ、貝20ℊ、出汁200㏄）×3個
◉賞味期限/製造から6か月

姫島産の真蛸と九州味噌を
混ぜ込んだ、ご飯によく合
う逸品です

冷蔵

常温

「幻の2日ひじき」
と旨味たっぷりの
貝ひもと特製の出
汁を合わせた、磯
の香豊かな炊き込
みご飯の素をお届
けいたします



お お い た 姫 島 コース

おおいた姫島 株式会社
TEL 0978-87-2067

姫島特産の車えびのしゃぶしゃぶセットです。専
用のかぼす汁、醤油、昆布出汁付きで、ご自宅で
甘みのあるプリプリの車えびしゃぶしゃぶをご堪
能いただけます。

お礼品番号 ⑲
姫島産 車えびしゃぶしゃぶセット

数量 寄附金額

2人前 32,000円
4人前 47,000円
5人前 58,000円

◉内容/2人前（車えび5尾入り×2パック）
4人前（車えび5尾入り×4パック）
5人前（車えび5尾入り×5パック）
かぼす汁、醤油、昆布汁

◉賞味期限/製造から6か月

冷凍

※写真は3人前です



検索

「ふるさと納税のステップ」

①寄附を申し込む

姫島村への寄付は、インターネットでのお申込みが便利ですが、
FAX・郵便・電話でのお申し込みも受け付けしております。

【お問い合わせ先】 姫島村 総務課 ふるさと納税係
TEL 0978-87-2111
FAX 0978-87-3629

②寄附金を払う

クレジットカード決済 納付書での振込

納付書での振込みをご希望された方は、ゆう
ちょ銀行の振込用紙をお送りいたします。銀行
振込・役場窓口でのお支払いも可能です。
事前にご連絡ください。

さとふる 姫島村

③謝礼品を選択する

謝礼品カタログまたはインターネットから寄付額に応じてお好み
の謝礼品を選びください。

④謝礼品を受け取る

感謝の気持ちを込めて、ご希望の特産品を謝礼品取扱い事業者
から直接お送りいたします。

⑤寄附金受領証明書を受け取る

寄附金振込確認後、後日姫島村から「寄附金受領証明書」をお送
りします。寄附をいただいてから発送までに1カ月前後いただきま
すが、予めご容赦ください。

⑥減税手続きをお忘れなく

ワンストップ特例制度を利用する場合 確定申告をする方

●寄付先が5か所以内
●確定申告をする必要のない給
与所得者の方で寄付お申込み
時に特例制度の利用をご希望
された方には申請書を送付
しますので、必ず提出して
ください。

自営業や株式・不動産所得など
がある方、6か所以上に寄附を
した方が寄附金控除を受けるた
めには、必ず確定申告が必要で
す。寄附金受領証明書を添付し、
翌年3月15日までに住所地所轄
の税務署で確定申告を行ってく
ださい。



「ふるさと納税」3つの魅力

「ふるさと納税」
Ⅱ

自治体へ寄附

住民税などが
控除

「ふるさと納税」とは？

「ふるさと納税」とは、「納税」と言いますが、実際は自治体への寄付
のことで、「ふるさと」も生まれた場所に限りません。たとえば、学生時
代を過ごした場所や旅行に行って好きになった場所など、全国どこでも寄
附ができます。寄附金の一部は、お住いの自治体の住民税などから控除さ
れます。

1
地方を支援できる

姫島村では“姫島村の特色を活か
した活力あふれる村づくり”に活
用させていただきます。
①「ふるさと」担う人材の育成・

確保
②「ふるさと」の原風景の維持
（環境・景観の保全 文化の継承）
③安心して暮らせる「ふるさと」
づくり

2
実質負担は2,000円！

「ふるさと納税」は、自己負担額
2,000円を除いた金額が住民税
などから控除されます。ただし、
家族構成や年収によって一定の上
限が決められています。上限を超
えた寄附は純粋な寄附となり、控
除の対象外となります。

3
「謝礼品」がもらえる！

「ふるさと納税」をする自治体の
多くは、寄附に対する「謝礼品」
として特産品を用意しています。
姫島村も寄附をしていただいた方
へ感謝の気持ちを込めて、寄付額
に応じて謝礼品をお送りします。



ふるさと納税額（年間上限の目安）

独身又は共働き 夫婦又は共働き+子1人（高校生） 共働き+子（大学生） 夫婦+子1人（高校生）

28,000円 19,000円 15,000円 11,000円

42,000円 33,000円 29,000円 25,000円

61,000円 49,000円 44,000円 40,000円

77,000円 69,000円 66,000円 60,000円

108,000円 86,000円 83,000円 78,000円

129,000円 120,000円 116,000円 110,000円

151,000円 141,000円 138,000円 132,000円

176,000円 166,000円 163,000円 157,000円

ふるさと納税を行う方の家族ふるさと納税を

行う方本人の給与収入

300万円

400万円

500万円

600万円

700万円

800万円

900万円

1,000万円

＊ふるさと納税をした者本人の給与収入とその家族構成のパターン別のふるさと納税額（年間上限）の目安一覧です。
ふるさと納税額（年間上限）は、2,000円を除き全額が所得税（復興特別所得税を含む）及び個人住民税から控除される額の上限です。
あくまで目安であり、具体的な計算は、お住まいの（ふるさと納税翌年1月1日時点）の市区町村にお尋ねください。

＜表の見方＞
給与所得収入300万円で独身の方は、28,000円以下のふるさと納税であれば自己負担額は2,000円となります。ふるさと納税額から

2,000円を除いた額が個人住民税から控除される金額となります。28,000円を超えるふるさと納税をした場合、超える金額分の自己負担が増えることとなります。

（注1）年金収入のみの方や事業者の方は、上記とは異なります。
（注2）社会保険料控除額について、給与収入の15％と仮定。



スナビキソウの上を乱舞するアサギマダラ
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