
《メッセージ》をご紹介します（掲載希望の方） 

●また、縦走しに行きます！ 

●またいつか行きます。 

●GWに屋久島へ行きます！ 

●口永良部島復興のために使ってください。 

●屋久島の大自然がずっと守られて行きますように。 

●また昔のように島全体に癒されに伺いたいです。ずっと自然豊かな島でいてください。 

●応援しています。 

●母が育った屋久島。伯父が住んでいる屋久島。なかなか行くことはできませんが、寄付をする

事で応援したいです。 

●憧れの場所 一度は行ってみたい。 

●昨年、初めて縄文杉トレッキング旅行でお世話になりました 宮之浦岳登山がしたくてまた 5月

に行く予定です。 

●高齢化が進み、地域を支えるのも大変かと思います。何かのお役に立てればと思い、毎年ふる

さと納税をしています。いつかコロナが落ち着いたら、実際に伺いたいと思います。お互いに、

頑張っていきましょう！ 

●永田に住む友人が送ってくれたタンカンが素晴らしく美味しい。 遠方でなかなか会えないので

こちらから応援します。 

●コロナに負けず頑張って下さい。 

●主人からプロポーズしてもらった、思い出の場所です。いつまでも、あの時の素敵な場所のま

まであって欲しいです。 

●いつか訪れて、トレッキングで島の自然に触れたいと思っています。応援しています！ 

●いただいたたんかんがあまりにおいしかったので、申し込みました。どうぞ子供達のためにお

使いください。 

●この夏 3回目の訪問予定です。楽しみにしています！ 



●素敵な街づくりを応援しております。 

●コロナ禍大変でしょうけど頑張って下さい。 

●香り良い🍊好きです。 

●まだ一度もうかがったことはありませんが、とても好きな場所です。いつまでも豊な自然とそ

こに住まわれる方々が守られますように。 

●最近は忙しくて行けませんが、登山道の整備などよろしくお願い致します。 

●豊かな屋久島の自然を今後も守ってください。4月に夫婦で再訪します 

●自然を大切に！ 

●飛鳥Ⅱの寄港誘致を！！ 

●コロナが落ち着いたら、絶対に行きたいです。 焼酎飲んで、その日を夢見てます。 

●いつか訪れてみたいです 

●これからも自然を守って下さい。 

●息子が屋久島で研究、娘が島ボランティア、と大変お世話になり、感謝しております。とても

素晴らしいところで、素敵な方々がいらっしゃると聞き、私もぜひ一度訪れたてみたいと憧れ

ております。おいしいたんかんが大好きです。 

●今後の発展に期待しています！ 

●父が生まれ育った屋久島に寄付という形で貢献できればと思っております。 

●苔豊かな屋久島の山と海ガメのふるさと屋久島の海がいつまでも守られますよう！ 

●屋久島の世界遺産が守られる様に応援してます。 

●屋久島の自然に感動しました 

●御地への旅を何回か考えたのですが、その機会を失くしている ８６歳と８２歳の健康な夫婦で

す。良いシーズンは何時でしょうか。年齢的にも限りがあり、ゆっくりとしたたびを考えてい

るのですが。 

●一度しか行ったことがないのですが、再訪したい場所です。未来に素晴らしい自然が残せるよ

うこれからも頑張ってください。 



●とても魅力的な所で もう一度行きたいです。 

●がんばってください。 

●年末年始に実際にホテルに泊まってパンをいただきました。 屋久島の観光も大変よかったです。 

島民のみなさんがいつまでも変わらず地域で子供たちを育てる風土を引き続き継続できるよう

に応援したいです。 

●昨年のたんかんはとても美味しく頂きました。今年も家族で楽しみにしています。 

●年末に屋久島に旅行に行きました。その時のポンカンが甘くてとても美味しかったので、今回

はたんかんを食べたくなりました。また、島に行きたいです。 

●大切な自然を守ってください。 

●父母の故郷です。 中間です。 また屋久島にいきたいです。 

●コロナでなかなか、訪問できないのですが、応援しております！ 観光収入が減った分を、すこ

しでも、補えたらと思います。 

●昨年初めて訪れて感動しました。屋久島大好きです。この自然を守ってほしい。毎年行きたい。 

●去年屋久島に訪れて、屋久杉と苔と滝に魅了されました。 今度は海に潜りに行きたいと思いま

す。 

●屋久島に縄文杉を妻と見に行きました。その感動と驚きを息子や孫の世代にも見せてあげたい。

いつまでもその環境が維持できる屋久島であってほしい。そんな思いから納税させていただき

ます。 

●屋久島時間大好きです。早く遊びに行きたいです！ 

●いつか訪れたいと思う場所です。癒しをいただけると嬉しいです。 

●子どもの頃に小説に出てきた縄文杉に憧れ、２０年前 新婚旅行でお伺いし、実際に拝見させ

ていただきました。 僅かばかりではありますが、豊かな自然を大切にするためにお役立ていた

だけたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。 

●他には無い自然の美しさを未来に残していってください。 

●屋久島町の未来を支える ICT教育振興を応援しています。  



●毎年楽しみにしています！ いただいたパッションフルーツはジャムにして大切に食べさせて

いただいています。 いつか実際に実っているところを目にしてみたいと思います。 

●コロナ禍で観光業も大変だと思いますが頑張ってください。 

●屋久島の自然がいつまでも美しいままでありますように！ 

●微力ながら応援します。  

●2021年に念願の屋久島を訪問させて頂きました。 美しい自然に圧倒されました。またぜひ訪問

したいです。 

●魅力的なツアーをありがとうございます。 屋久島の魅力でたくさんの人を癒してください。 

●心から応援しています。 

●またお伺いしたいと思っております。 自然保全に協力させて頂きたいと思います。 

●去年屋久島へ行き、たくさんの思い出をいただきました。またいつか伺います！ 

●以前から行きたいと思っていました。来年こそ行こうと思いふるさと納税します。 

●一度行ってみたいと思い続けています。足が萎えないうちに是非訪問したいです。 

●大自然を残して下さい。 

●自然の恵みを毎年楽しみにしています。いつか訪れる日まで待っていてくださいね。 

●今年初めて旅行し豊かな自然と島の方々の人柄に癒やされました。また遊びに行きたいです！ 

●たんかんが大好きなので、楽しみにしています。これからも応援しています。 

●パワーを頂きに参ります。 

●また屋久島へ行きたいです 

●また、心が癒やされる屋久島にコロナが終息したらいきたいです。 

●以前屋久島を旅行し、自然に感動しました。いつまでも美しい自然と野生動物が保護されます

ように。 

●いつまでも自然ファーストの街でいてください。 

●とても惹かれます。また心地よく過ごさせてください。 皆さんお元気で。 

●コロナが収束したら、ぜひ屋久島へ行ってみたいです。 



●コロナウイルスの関係で大変かと思いますが、お役立てください。 

●以前屋久島の自然に癒やしていただきました。またぜひ行きたいです！ 

●屋久島大好きです！応援しています。 

●屋久島は第二の故郷で、定期的に訪問しております。 

●とっても美味しいたんかんで毎年楽しみにしています。皮まで全て食べています。 

●しゃくなげをもっと宣伝してほしいです。 

●大好きな屋久島の大自然といつも温かく出迎えて下さる島民の皆さま！応援しています。 

●屋久島へはまだ 2回しか訪れたことがないのですが、初回で魅了されました。 なかなか訪れる

ことが出来ないのですが、大好きなタンカンを食べながら、また行ける日を楽しみにしています。 

●自然いっぱい、いつまでも自然豊かな屋久島であります様に！ 

●何度も旅行で行って、お世話になっております。 頑張って下さい。 

●またおじゃまします！  

●いつか行ってみたいです！ 

●登山道の整備、頑張ってください。 

●屋久島大好きです。1番応援してます‼︎ 

●屋久島は憧れの場所です。いつか行きたいです。 

●ファンタジーの世界のような美しい屋久島を応援しています。 

●タンカンは毎年応募しています。屋久島で食べた懐かしい亀の手を応募しました。 

●未来を担う子供たちの育成を応援します 

●屋久島の自然は日本の宝です。学生の頃に伺い感動しました。是非次の世代にまで残してくだ

さい。 

●屋久島はお世話になった方が住んでいる大切な町です 

●縄文杉が魅力です。 

●魅力ある島に活用ください。 

●屋久島、また機会が有れば是非行きたい。 



●三岳が大好きです。いつか屋久島にも行きたい！ 

●もう 15 年くらい前に屋久島へ家族旅行で行きました ウミガメで有名な海岸で知り合った確

か山崎さんというお名前のおじさんにお世話になりました 当時小さかった娘の日焼けした肌に

アロエを塗ってくれました また焼酎三岳を買って東京へ帰りたいというと島内の酒屋さんをバ

イクで回って 6 本くらい揃えてくれ宿泊ホテルまで届けてくれました 今度来る時はうちの民宿

に泊まれと言ってくれていつかまたと約束しました それから毎年タンカンの季節になると電話

をくれ送ってもらっていました ところが数年後亡くなられたということを後日奥様からの手紙

で知りました 農園はたたむことともし入り用ならば親類の農園を紹介しますと書かれていまし

た 私は奥様の達筆と何よりも律儀で丁寧な人柄に感銘を受けました おじさんが生きていたら

再訪していただろう屋久島 思い出すと目頭が熱くなります 今年は初めてふるさと納税で屋久

島のタンカンを頼んでみます 温かな人柄の屋久島の人たちを想像し思い出しながら家族で食べ

る春の素朴な柑橘が今から楽しみです 

●何度か屋久島へ行きました。人、自然、素晴らしく日本の宝です。また行きます！ 

●コロナ過が落ち着いたらまた、訪問したいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

●初めて寄付させて頂きます。宜しくお願いいたします。  

●自然に囲まれた魅力的な街を応援しています。たんかん、最高に美味しいですね。 

●樟脳、衣替えにいつも使ってます。もうナフタリンには戻れません。 

●２０１９年に屋久島に一人旅に行きました。良い思い出です。応援してます。 

●いつかは行きたいと思っています。大切な自然を守ってくださり、ありがとうございます。 

●大切な貴重な自然を守ってください。  

●素晴らしい自然環境を維持できますよう頑張ってください。 

●親がそちらの出身で今も親戚がいます。 高齢化が心配ですが島の自然と人々の健康を願ってい

ます。 

●また行きます。応援しています。 

●キレイな自然は日本の財産です。都心には無い良さをこれからも守っていってほしいです。 



●美しい自然を守って頂きたいです。 

●12月に屋久島に旅行に行きました。縄文杉もとても楽しかったです。観光客が減って大変だと

思いますが、頑張ってください。 

●初めて行ったとき屋久杉登山できず、かわりに島めぐりした時に食べたタンカンに感動しまし

た。2度目の屋久島では念願の屋久杉登山もでき、島全体の雰囲気や島の人に癒されました。世界

自然遺産の維持と島民の皆さんの生活の維持は大変だと思いますが、いつまでも素敵な島を守っ

てください。 

●屋久島の自然を大切にして欲しいので、環境保護に使っていただきたいです。いつか行きたい

地です。応援しております。 

●大好きな屋久島！ぜひ、何かのお役に立ちますように！ 

●春に家族旅行で屋久島を訪問させて頂きましたが、縄文杉をはじめとする屋久杉の迫力に圧倒

されました。また機会があれば訪問させて頂きたいと思います。 

●屋久島には行ったことがないのですが、素敵なところだと聞くので、いつか行ってみたいです。 

●これからも素敵な地域づくりをしてください。 

●宮之浦岳に登ったあと、ホテルの前の居酒屋で食べた、首折れ鯖の刺身の美味しさが忘れらら

ません。コロナ禍が収まったら是非、行きたいと思います。 

●昨年はこのような状況下行くことができませんでしたが、来年こそは屋久島を旅行したいです。 

●素敵な世界遺産を後世のために役立ててください。 

●今年は屋久島へ行けませんでした。 代わりに応援の寄付です。 役立ててください！ 

●屋久島が大好きです コロナが落ち着いたらまた絶対行きます 

●いつか必ず訪れたいと思います。それまで応援します。 

●今年初めて屋久島に旅行に旅行し、屋久島の自然と人が大好きになりました。空港の滑走路拡

張計画があるようですが、沖縄や鹿児島の他の島々のような発展ではなく、自然と住民の方を大

切にし、今ある環境を守って頂きたいと感じています。 

●自然豊かな大地を保って下さい！ 



●いつも三岳に癒されてます 

●頑張れ屋久島 

●豊かな自然環境の保全、全力で取り組んでください！ 飲みながら応援しています。 

●いつまでも美しい自然が保たれますように 

●奇跡の島屋久島の自然を守ることは簡単ではないと思いますが、微力ながら少しでも協力でき

ればと思い寄付しました。 

●大好きな芋焼酎です。 

●昨年、初めてトレッキングに行きました 今度は宮之浦岳に登りたいと思います 

●憧れの場所です。 いつまでもそのすばらしさを残して下さい。 

●このスプレー今年買いました。とても好きな香りです☺︎来年は宮ノ浦岳一泊登山に挑戦しま

す❗ 

●来年は是非屋久杉を見に行きたいと思っています。美味しくいただいて応援させていただきま

す。 

●大阪から応援してまっせ。 

●美しい自然をいつまでも守ってください 

●今回、最初に誤った内容で寄付をしてしまいしましたが、電話をしましたら担当の方がキャン

セル手続を迅速に行なってくださいました。災害等もあることでしょうが、世界自然遺産がある

この場所を楽しみに来る人達が年間何十万人といると思います。どこもかしこも都心部を除いて

人口減少していますが、食い止めることができる魅力あるところだと思います。今後も応援しま

す。 

●もう一度宮之浦岳に登りたいです。 

●コロナが落ち着いたら、また伺いたいです。 

●屋久島の素晴らしい自然は、日本の誇りです。 

●美味しいたんかんを作り続けてください 

●毎年させていただいています。応援しています。 



●世界遺産に相応しい環境を保って下さい。 また、観光に行きたいです。 

●コロナ禍で大変かと思いますが、がんばってください。 

●世界遺産の里、屋久島頑張れ！  

●屋久島に行ってみたいです！ 

●植林された杉ばかりの暗い山しか知らなかったので、屋久島をはじめて訪れた時は「こんな森

が残っていてくれてありがとう！」と心の底から思いました。 神様や精霊が近すぎず遠すぎず、

親しみと畏怖をもって普通に人々の中に存在するというのは現代においてとても貴重だと思いま

す。 

●昨春屋久島で食べたたんかんが美味しかったです。いつまでも美しい自然が保てますように。 

●まだ屋久島には行ったことがありませんが、すごく惹かれていて縁を感じます！このような形

で応援できるのを知ってうれしいです♪いつか必ず行きます♡ 

●来年の GWに来島を計画します 

●屋久島大好きです。いつまでも自然を守ってください。 

●世界遺産となった美しい自然の環境保護の為に日々尽力されている島民の方々に感謝します。 

●屋久島の自然保護を宜しくお願いします。 

●世界遺産に登録される前にお伺いしましたが、屋久杉には感動しました。また、お伺いしたい

です。 

●屋久島の自然が好きです。コロナに負けず、頑張ってください。 

●まだ行ったことがありません。 是非行ってみたいと思います。 

●屋久島最高峰の宮之浦岳にいつか登ってみるのが今の夢です。 

●北の大地より応援しています 

●自然を守り続けてください。 お手伝いします。 

●温暖化が進む中、自然保護をお願い致します。 

●コロナが収束したら、屋久島に行きたいと思います。 

●屋久島の自然を守り続けてください。新型コロナが落ち着けば、また行きたいと思います。 



●屋久島に魅せられました、もう一度行きたい。 

●今年、屋久島を訪れました。自然の美しさに魅了されました。 この環境が未来に続きますよう

に。 

●屋久島の自然が永遠に続きます様に。 コロナ解消して、毎年行きたいと思っています。  

●以前屋久島へ行き、屋久杉のパワーに圧倒されました。ぜひ自然を守ってください。 

●今年、初めて訪問し感動しました。これからも、素晴らしい屋久島を維持してもらえるよう応

援しています。また伺います。 

●早くコロナが落ち着いてまた訪れたいです 

●来年、屋久島に行きたいと思っていますので、 応援の気持ちを込めて寄付をしました！ 屋久

島の自然を満喫できることを楽しみにしてます！ 

●もう一度旅行に行きたいです。 

●早く旅行に行きたいです！ 屋久島大好き！！ 

●またいつか屋久島の自然の中に身を置きたい、歩きたいです。 気候変動も激しく、環境の維持

は大変なお仕事です。 応援しています。 

●観光業コロナで、大変でしたが、頑張って下さい。来年大自然体験しに行きます 

●また大好きな屋久島に訪れたいです 

●素敵な自然がずっと残ることを願ってます 

●素晴らしい島を今後も 守りつずけてください。 

●１１月に３０年ぶりに行って宮之浦岳登山、パワーもらいました。ありがとうございます。 

●世界遺産の島として世界に誇れる景観の美しさを永遠に保存してください！ 

●テレビで素晴らしい滝を観ました。 自然が素晴らしいですね。 

●毎年寄付させていただいています。屋久島の自然をこれからも長く守っていただきたいです。

焼酎の三岳も大好きで、長年飲んでいます。 

●屋久島、一度だけ訪問してとっても好きになりました。 たんかんはその時初めて食べて美味し

さに感動 これからもよろしくお願いします 



●毎年ふるさと納税しております。今年はコロナで大変だったと思いますが、来年はきっといい

年になると信じて、頑張りましょう！  

●コロナが落ち着いたらぜひ行きたいと思ってます。おいしいたんかん楽しみにしてます。 

●屋久島のサンカラホテルに以前宿泊してから、屋久島の大ファンです。今年も寄付させていた

だきます。屋久島の自然がずっと続きますようにお祈りしています。 

●屋久島は本当に大好きな場所で、毎年行きたいのですが、今は旅行も難しい情勢なので、ふる

さと納税でお役に立てれば嬉しく思います。旅行で行った際には必ず立ち寄っているジェラート

なので、楽しみです！ 

●コロナが落ち着いたら、また縄文杉トラッキングに行きます！ 

●20年前に旅行しました。良い思い出です。 また行きたいです！ 

●屋久島には一度も伺った事はないのですが、屋久杉や屋久島の山々など神秘的な場所があるの

で生涯必ず一度は伺いたいと思っております。 

●母の故郷なので、応援してます。いつか、訪れるためのチケットを獲得するまで、寄付しよう

と思います。 

●自然豊かな屋久島とそこでの出会いに感謝しています。 

●一度旅行で訪れてから、この屋久島の自然は護らなければと思わせられました。また行って、

深い自然に触れ合いたいと思っていますので、微力ながら納税したいと思います。 

●鹿児島市出身です。毎年ふるさと納税お世話になってます。 がんばれ屋久島！ 

●修学旅行で行った屋久島。なかなか行けないものですが、あの日みた屋久杉は今でも思い出し

ます。屋久杉の保護に役立てば嬉しい限りです。 

●頑張って下さい。コロナ落ち着いたらまた行きます 

●屋久島の美しさを後世に！ 

●ご発展を期待します。 

●念願の縄文杉に会う事が出来ました  しかしずーっと土砂降り。。。 もう一度もう少し天気の

良い時に会いに行きたい と思いながら日々の生活＆トレーニング頑張ります 屋久島の偉大なる



自然を守って行きたいのと同時に 島で生活する皆様が健康で過ごせますように 

●数年前に伺いましたが素晴らしい景観でした。末永く維持されることを希望します。 

●何時もドキドキするトレキング㏌屋久島を維持していってください。 

●屋久島は憧れの地です。いつか必ず行ってみたいです！ 

●微力ではございますが日本の離島を応援したいと思います。 

●いつかは訪れてみたいと思っております。 その節はよろしくお願いします。 

●学生時代、市橋農園さんにお世話になりました。 

●大好きな屋久島 応援しています。 

●日本が誇れる遺産を保つためにも、島の人たちが元気であってほしいと思いこちらへ寄付させ

てもらいました。  

●屋久島を元気に頑張って下さい。 いつか旅行に行きたいです。 

●17年ほど前に妻と縄文杉を見に行きました。今度は子どもたちと行けたらいいなぁと思ってい

ます。 

●二度、縄文杉まで登山させていただきました。 いつまでも、あの素晴らしい自然を守っていき

たいと思います。 是非とももう１回訪れてみたいと思っています。 今度は宮之浦岳ピークハン

トしたいです。 

●頑張れ！屋久島町 

●屋久島の自然環境の保全ための費用としての使用を希望します。 

●観光でおとずれることも多く、行くたびに癒されてます、なかなかタンカンのおいしいシーズ

ンにいけないので、あの甘味がわすれらませんー 

●はじめて寄付させて頂きます。会社の同僚の祖父母様がお住まいであったり、夫婦で一度は訪

れてみたい場所で度々話します。大変だと思いますが、自然豊かな環境をぜひ守っていってくだ

さい。私も家族の為に頑張ります。 

●屋久島には何度も訪れています。 他にはない大自然素晴らしいです。 

●母は屋久島杉を見てきました。もう随分前ですが、、、 機会があれば行ってみたいところです。 



地震、コロナ、色々不安ですが、みんな頑張りましょう。 

●少額ですが屋久島町の為におお使い下さい。 

●今年２回目の寄付です やっぱり三岳が１番お得感あります。 これからも頑張ってください。 

●以前、屋久杉に会いに行きました。もう一度訪問したいと思っています。 

●息子が小学生の頃、離島留学させてもらってました。 今はコロナ禍長引いてて観光事業も大変

だと思いますが頑張って下さい！ 

●今年はじめての屋久島旅行で心から癒されました！これからも屋久島通いたいです！！頑張っ

てください＼(^o^)／ 

●数年前に二度旅行で伺いました。あれからなかなか伺えていませんが、次に行ける日を楽しみ

にしています！ 

●島たんかんは本当に美味しく楽しみにしております。 一度ぜひ訪れたいと思っています。 

●30年前に知合いから紹介して購入させてもらってから大好きになりました。毎年楽しみにして

います。 

●灯台が好き 山岳ガイドさんが好き びっくり熱いお湯の尾の間温泉が好き 

●コロナが落ち着いたら必ず行きます 

●コロナに負けず頑張りましょう！ 

●小さい頃からの思い出がつまった場所です。このお塩も大好きです。 

●いつまでも、良い環境を維持してください。 屋久島は唯一無二です。 

●自然を大切にしてください。美しい山、きれいな海を守ってください。 

●以前屋久島を訪問したことがあります、屋久島の大自然に魅了しました。いつまでも美しい自

然環境であることを祈ります。 

●コロナが落ち着いたら、また行きたいと思います。 

●口永良部島へ２回旅行しました。先代のフェリー太陽には大変お世話になりました！ 

●美味しいたんかん、大好きです いつまでも大切に育ててください 

●屋久島の豊かな自然が大好きです。その保護にご利用いただきたいと思います。早く屋久島に



行きたい。 

●楽しみにしています 

●今年の春、息子が屋久島に就職しました！そのご縁で初めてこちらにふるさと納税させていた

だきます^ ^素晴らしい自然の保護、環境をぜひ守り続けていただきたいです！ 

●屋久島の自然は人類の宝 環境保全ありがとうございます 

●屋久島の自然が気に入っています。 

●町のためにお役立て下さい。 

●新婚旅行で行きました。 今はこんな世の中なので行けないけど、 また行きたいなぁ。 

●貴重な自然遺産を未来に残していってください。 

●いつかは行きたいです。 子供の今後、環境に期待しています 

●屋久島と三岳が大好きです。 来年こそは屋久島を旅したいです。 

●この間仕事で訪問しました。自然や動物がいっぱいでいい島でした。 

●登山協力金の使い込みなどが 2度と起こらないようにしてください。 

●コロナ禍で大好きな屋久島に旅行に行けませんが、島の美しい大自然を想って生活しています。

●島の皆さんがお元気で過ごされますように！ 

●40年来、屋久島を愛し応援しています。 

●屋久島の自然に憧れます。いつか行ってみたいです。 

●今年始めて屋久島に行きました。自然豊かで本当に素晴らしい時間を過ごすことが出来ました。 

●いつか屋久島に旅行に行くのが今の私の夢です。自然豊かな屋久島に行くのを楽しみにしてま

す！ 

●コロナに負けず、屋久島を元気にしましょう！！ 

●素晴らしい大自然大好きです。 屋久島応援しています。 

●今年は宮之浦岳や縄文杉を訪れることができました。素晴らしい自然環境の維持に少しでも役

にたてればと思います。 

●屋久島で食べたたんかんが美味しくて忘れられません。楽しみにしています。 



●美味しいタンカン楽しみにしています。   

●15年近く前にも、亡母がたんかんをお取り寄せしていました。 その後、屋久島に旅行したこと

もあり、思い出がたくさん詰まった土地です。 美しい屋久島のお役に立ちたく、寄付させていた

だきます。 

●人生で初めてこれだけの距離を歩きましたが縄文杉は最高の思い出です！！こんな素晴らしい

大自然の屋久島にキュン！！屋久島の大自然がこれからもずっと維持にされますように！！ 

●美味しい三岳のファンです。屋久島に裨益となるような事業に活用下さい。 

●壮大な自然を後世にのこしたい 

●今まで訪れた場所で一番心惹かれる素敵なところでした。また行くことが出来る機会を楽しみ

にしています。 

●大好きな屋久島の自然がいまのまま保全されることを願っています。 

●観光と自然保護の両立は難しい事が多いと思いますが、将来に長く残すため、頑張って頂きた

いと思っています。 

●丸勝水産の商品を愛して病まないです  今後も頑張って下さい。 

●これからも屋久島の自然大切に守って下さい。 屋久島の三岳、呑みやすく本当に美味しいです。 

●屋久島の自然がこれからも守られることを期待しています。 

●コロナ禍でなかなか行けなくなりました。落ちついたら訪れたいです。 

●遠くから応援しています。屋久島のたんかんジュースの味が忘れられません。 

●屋久島最高！ 

●父が大好きな町です。応援しています。 

●縄文杉と白谷雲水峡のツアーに参加して、とても感動しました。 これからも自然を守り、次世

代に繋げて行って下さい。 

●コロナに負けず屋久島世界遺産を守ってください 

●いつまでもこの素晴らしい自然を守ってください。 

●人と共存しながら世界遺産を守っていただければ。 



●屋久杉にパワーをもらいました。 

●屋久杉を見に行き、守りたいと思います。 

●素敵な街づくりを応援しております。 

●これからも農業を大切にしてください。 

●屋久島は、旅行で訪ねて以来、私にとって大切な心のふるさとです。 コロナ禍の影響で、ここ

数年は行けませんが、必ずまた伺います。 山も川も海も、島の皆様も元気で過ごされることを願

っています。 

●縄文杉見に行ってはや 20 年経ってしまいました。タンカンとともに観光も応援してます＼

(^o^)／ 

●産業振興を応援しています。 

●屋久島の素敵な環境をいつまでも残すお手伝いになれば幸いです 

●コロナ禍で 2 年近く屋久島に行けずとても寂しいですが、ちょこちょこと屋久島からお取り寄

せして想いを馳せています。 早くまた、大好きな屋久島の人たちと自然に会えますように。 

●昨年も同農園の「たんかん」をお礼の品としていただき、あまりもの美味しさに家族一同驚き

ました。何時か、屋久島を訪れたいと思っておりますので、何かのお役に立てれば幸いです。 

●この島で生まれたことは私の誇りです。 いつまでも自然豊かで美しい島であることを願います。 

●今年、梅雨明けに屋久島に行きました。 登山寄付の場所が分からず寄付できなかったことと、

たんかんが食べられなかったこと（時期が違うし^_^;）が心残りでした。 初めてふるさと納税を

します。 水の島屋久島へのお礼と共にお役に立てれば幸いです。 

●来年はまた家族で屋久島を訪れたいと思います！次回は首折れサバを食べたいです！ 

●より良い街作りに役立ててください。 

●世界に誇る素晴らしい自然を引き続き守って下さい。 

●屋久島にまた行きたいと思っています。コロナが落ち着いてきましたので、来年は行けると良

いなぁと思いながら申し込みさせていただきました。みんなで乗り切っていきましょう！ 

●先日、初めてトレッキング旅行に行ってきました またいきたいと思っています。次は宮之浦岳



登山したいと思っています 

●２０１７年に一度訪れてから忘れずにいます。 ふるさと納税くらいしかできませんが、応援し

ています。 

●屋久島は素敵な場所だと思います。 またいつか遊びに行きます！ 

●昨年初めて行きましたがとてもいいところでした！キレイな景色と街を守ってください。 

●大切な日本の財産を守ってください 

●また、自然を満喫しに行きたいです！ 

●子供たちのために使ってください 

●3年前に大学の卒業旅行で家族とずっと夢だった屋久島に行ってから、あの緑と空気と島の方々

を忘れられずにいます。本当に大好きな場所です。 今島がどんな状況なのかはわかりませんが、

コロナの影響できっと苦しいのではないかなと思います。非力ではありますが、大好きな屋久島

の支えに少しでもなれたらと思い、今回ふるさと納税をはじめてやってみました。 いつかコロナ

が落ち着いたら、絶対にまた遊びに行きたいと思っています！どうか屋久島がいつまでも変わら

ず素敵な場所でありますように。 

●屋久島、三岳、応援しています 

●早いデリバリーに感心しています。 屋久島の素晴らしい自然をいつか体験に行きたいです。 

●屋久島が大好きです。去年と今年は行かれませんでしたが、来年はまた行きたいです。OWS大会

の開催も期待しています。 

●住み良い町にしてください。 

●屋久島大好きです！ ひとり旅は 6 度ほど行ってますが、まだ家族揃っては行ったことないの

で、今度こそ家族でっ！ 

●３度目の訪問を楽しみにしています！ 

●世界に類を見ない生物垂直分布の島、この屋久島の自然をずっと守り抜いてください。昨年来

島して感動しました。 

●美しい自然を守っていけるよう応援しています 



●２０年ぐらい前、訪れ、感動しました。自然が宝だと思います。 

●以前一度訪れたことがあり風景も食べ物も感激しました。また行ってみたいです。 

●鹿児島出身、東京在住。屋久島には行った事ありません。自由に行き来出来るようになったら

是非訪ねたいと思います。 

●屋久島で釣りをしたいと思います！  

●先月屋久島を訪れ、美しい大自然に魅了されました！この先もずっと素晴らしい環境であるよ

う、応援しております。 

●屋久杉保護、永遠に！ 

コロナが落ち着き、また屋久島に行ける日がくるのを楽しみにしています。  お店の方へ 前回お

いしかったので再度お願いします。 可能であれば、鯖が苦手なので、マルゲリータとシカの２種

類だと嬉しいです。 

●屋久島町、応援しています。一度は訪れてみたいです。 

●これからも応援します。 屋久島の飲食業に役立ててもらいたいです。  

●大好き屋久島！ 

●以前、屋久島を訪れた際に三岳を知り、主人が絶賛しておりました！ 

●10月 9日から 2泊で、屋久島に行きました。素晴らしい自然の中で育った屋久島のたんかんを

味わいたいと思い申し込みました。 

●そちらへの申し込みは、初めてです。 美味しさあふれる品物の到着、お待ちしています。 

●種子島への出張の際に 3回訪れました。非常に魅力的なところでした。また訪れたいです。 

●ショウガシロップ、楽しみです！ 頑張ってください。 平日に、配送してもらえるよう希望し

ます。 

●昨年訪れ、豊かな自然と皆さんのあたたかさに癒されました。大変でしょうが、時に厳しい自

然と向き合って、頑張ってください！ 

●屋久杉の杢目（泡瘤、虎杢、笹杢など）に様々な種類がある事に興味を持っていました。今ま

で屋久杉に関したものを所有したことがないので、今回は杢目の入ったボールペンを楽しみたい



と思います。泡瘤でなくても良いので典型的な杢目の入ったものだと嬉しいです。宜しくお願い

します。 

●今年も美味しいたんかんを待っています。 

●今度カンパチ釣りに行きます。 

●屋久杉にたんかん…物産展で出会った屋久島の宝のファンになりました 

●これからも良いお酒を作って下さい 

●焼酎の中で「三岳」が一番好きで、普段から飲ませてもらってます。 おいしいお酒を作り続け

て下さい。 

●結婚 25 周年を迎え念願の縄文杉を見に行きました。 着いた日は曇りでしたかツアー当日は晴

れ！感動の日となりました。また屋久島行きたい！ 

●鹿さんやお猿さん、海亀さんたちをよろしくお願いいたします。 

●夏に屋久島に行き、縄文杉ツアーに参加した際のガイドさんが自家製のタンカンを食べさせて

くれて美味しさに驚きました。 

●残された大自然を後世に残す応援をさせていただきます。 

●微力ながら応援させていただきます。 

●毎年、千葉市、成田市の一部のコンビニでは、たんかんが売られています。 （噂を聞いて、私

が確認できたのは、湯泊のたんかん M サイズ６個入り３５０円でした。） 屋久島のたんかんは、

この世で一番美味しいフルーツだと思っています。 農業・漁業の繁栄を心より願っております。 

●毎年タンカンを食べて屋久島に行った時のことを思い出してます。 

●すばらしい島の自然を大切にしてほしいです。 

●素晴らしい自然をこのまま守り続けてください 

●素敵な街づくりを期待しています。 

●ご馳走さまです! 

●先日、屋久島にいきました。 自然豊かでおいしいモノの沢山、 温泉、焼酎と屋久島を満喫で

きました。 屋久島でも飲めなかった愛子を楽しみたいと思います。 



●島の中央から水を吸い上げて降らす噴水島みたいな印象です 

●コロナが収束したら、また豊かな自然とおいしいお酒を堪能しに行きます。 

●コロナ禍でも屋久島の人たちが少しでも安心して過ごせますように。 

●今月、屋久島へ行きました。島の方々がみんな穏やかで何度も助けていただきました。お礼の

気持ちも込めて、初めてふるさと納税を利用しました。 水が美味しいので、パンも美味しいと伺

いました。旅行中は食べられなかったので、ふるさと納税を活用しました。、 

●すぎのこ、TABUKAWAHOUSEYAKUSHIMAなど、宿泊施設を運営し、屋久島の地域振興に今後も努め

ていきたいです。 宿泊所の運営相談は 株式会社ディライトまで！ 

●コロナ禍が明けたらまた訪れたいと思っています。太鼓岩リベンジしたいです。島の方たちの

温かさ、今でも忘れていません。 

●いつも三岳で楽しませてもらっています。 一度屋久島に行って屋久スギも見てみたいと思って

います。 頑張ってください！ 

●未来を担う子供たちの育成を応援します 

●仕事でもプライベートでも行きました。また行きたいです。美しい島を応援しています。 

●若いころ、やくすぎ荘にさんざんお世話になりました。 鉈折岳の景色が眼に浮かびます。 あ

りがとうございました。 

●百名山の宮之浦岳へ登ってみたいです。 自然を大切にしてください。 

●先日同じシロップを頂きましたが、大変美味しいので、再度申込むこととしました。東京で直

接入手する方法があればご教授下さい。 

●元気いっぱい子どもたち 

●トロッコ道のトロッコに乗りたいです 

●世界遺産の保護、引き続きよろしくお願いいたします。 

●環境業はダメージを受けて大変だと思います。 コロナが落ち着いたら、一湊の浜に泳ぎに行き

たいです。首折れサバの刺身にすき焼きを楽しみに頑張ります。  コロナに負けず、頑張って下

さい。 



●コロナにめげずに頑張りましょう。 

●いつも美味しく頂いています。コロナ終息後に夫婦で屋久島を訪れるのを楽しみにしておりま

す。 

●屋久島の皆さんの健康をお祈りしています。 

●屋久島縄文水の定期便を申し込み予定です。 第一回の配送が間に合えば 9 月からお願いしま

す。 

●コロナ禍で大変でしょうが、より良い街にしてください。 応援しております。 

●いつまでも素敵な屋久島を守り続けてください！ 

●美味しそうですので試してみます。 

●今年初めて屋久島に訪れ、屋久島の山、苔、森の美しさに心を打たれました。 守るべき自然の

ために微力ながら寄付させていただきました。 

●屋久島に感謝です 

●コロナで困っている人にお使いください 

●コロナ禍で屋久島に行けない状況が続いています。観光業の皆さんは大変な思いをされている

かと思いますが、また、屋久島の素晴らしい自然を体感しにいける日を楽しみにしていますので、

がんばってください。 

●コロナがおさまって、また屋久島に行ける日を楽しみにしています。環境保全を応援したいの

で、ふるさと納税します！ 

●大好きな屋久島にコロナ禍でなかなか伺えません。島の観光業、医療も大変なことと思います。 

●自然豊かな屋久島にまた遊びに行ける日を楽しみにしています。 頑張って乗り越えましょう

‼︎ 

●白谷雲水峡からウィルソン株、縄文杉、淀川登山口へのトレッキングルートはとてもアドベン

チャー感満載で楽しかったですし、忘れられない場所になりました。応援していきます！ 

●屋久杉に感動しました 是非、これからも保護をお願い致します 

●世界遺産が美しく維持されることを期待しています。 



●毎年夏、屋久島にお邪魔してますが、昨年、そして今年はコロナで断念せざるをえませんでし

た。残念ですが、安心して行ける日を楽しみにしております。 

●屋久島町の益々のご発展を祈念します。 コロナ禍が収束しましたら観光でお邪魔したいと思い

ます。 

●屋久杉オイルに魅力を感じて，寄付にいたりました． 屋久島にも行きたいです． 

●環境保全への寄付が希望ですが、災害時の復旧活動にもお役に立てればと思っております。い

つかお邪魔することができるようになるまで、島の安全・安心をお祈りいたします。 

●初めての申し込みです。 特産品楽しみにしています。 

●コロナ禍で観光客も激減していると思いますが、負けずに頑張ってください。コロナが落ち着

いたらまた遊びに行きたいと思います。 

●屋久島の自然は山も海もどこにもないもので驚きました。応援します。どうぞ大切にお守りく

ださい。 

●屋久島行ってきました。 自然が素晴らしかったです。 永田いなか浜きれいでした。 

●イルマーレ最高です。 

●いつの日か屋久島にいってみます 憧れの地です 

●いつもお世話になっております。 また、永田の塩買います。 毎日のご飯の調味料として大活

躍です。 ワクチンを打ったらまた屋久島に行きます。 

●頂いたビールに自然の恵みを感じました。 是非美しい自然を守ってください。 コロナ終焉次

第旅行で伺いたいです。 

●美味しい焼酎をありがとうございます。 

●世界自然遺産の保護にご尽力ください。 

●屋久島の繫栄を願っています！ 

●屋久島に旅行で遊びに行った際、さつま揚げの前段階のすり身で販売していることに驚きまし

た。お土産用に何個も購入しました。 今回ふるさと納税ですり身が出ていることを知りました。

少しでも旅気分を味わいたく申し込みいたしました。  ポイント制は少々ややこしいと思いまし



た。せめて１ポイント１円など分かりやすい単位で表記していただくと良いと思います。今まで

は屋久島町に納税したくても敬遠しておりました。 

●いつか屋久島へ行ってみたいです、それまではお水をいただいて大自然を想像しております。 

●屋久島を舞台にした小説を読みました。主人公の 1人がうまそうに「三岳」を飲んでいました。

つい飲んでみたいと思いました。 

●屋久島観光から帰ったばかりです。ありがとうございました。 

●一度だけ行きましたが、自然がすばらしい良い島ですね。 自然維持の為に役立てて欲しいと思

います。 

●台風、コロナに負けないで頑張ってください。 

●屋久島が大好きです。また遊びに行きます！ 

●一度行ってみたいです。 

●屋久島の各集落の伝統行事は、地元屋久島で生まれ育った自分の誇りで、 古き良き日本の文化

が色濃く残っている素敵な文化だと思います。 コロナに負けず、島の魅力をいつまでも残してい

って欲しいと思い、寄付させて頂きました！ 

●以前尋ねた時にそちらの方々に本当に良くしていただきました。 ありがとうございます。 

●義父母の生まれ故郷なので、一度、家内と訪れたいと思っています。 

●昨年美味しくいただいたので今年も申し込みさせていただきました！ 

●コロナ禍で観光客も減り大変かと思いますが、頑張ってください。 

●秋にそちらへ旅行します。 今から楽しみです。 

●屋久島、素晴らしい景色でした。 また伺いたいです！ 

●自然豊かな屋久島を応援しています。 

●自然破壊を阻止してください。 応援しています。 

●今年の GWに屋久島に旅行し、自然の素晴らしさに感動しました。心ばかり寄付いたしますので、

●ご活用いただけたらと思います。 

●屋久島大好きです！自然を守って下さい！ 



●三岳、大変おいしく飲ませて頂いてます。これからも美味しい焼酎の生産を期待してます！ 

●三岳が好きで、よく飲んでいます。 微力ですが応援させて下さい。 

●屋久島旅行は楽しい思い出です。また遊びに行ける日が訪れますように。 

●頑張ってください。 縄文杉は拝観しました。 次は宮之浦岳へ登りたいです。 

●コロナ対応で大変な日々かと思いますので、使い道の選択をお任せ致します。一刻も早いコロ

ナ終息を祈るばかりですね 

●屋久島は２度旅行に行ったことがあります。大自然の島。素晴らしい島。屋久杉の香りが忘れ

られません。 子供がもう少し大きくなったら再び訪れたいと思っています。 

●パッションフルーツは本当に美味しいですね。楽しみに待っています。 

●いつも美味しくいただいております！ 

●屋久島の自然は日本の宝と思います。 まだ行ったことがないですが、コロナが落ち着いたらぜ

ひ行きたいです！ 自然保護のために寄付させて頂きます。 

●屋久島がんばれ！また、遊びに行きます！！ 

●自然いっぱいの屋久島が好きです。いつまでもかわらない屋久島でいて下さい。 

●無電柱化で安全安心なまちづくりを！ 

●今年もサンカラに行きます 

●コロナに負けず頑張ってください 

●また訪ねてみたいと思い寄付しました。屋久島に住んでいる方々を応援します。 

●今年の連休に JRホテルに泊まって、太鼓岩までの白谷雲水峡登山、ヤクスギランドの散策、西

部林道など島内を一周し、屋久島の自然に感動しました。三岳も美味しい芋焼酎でした。 

●万一、コロナを連れて行っては申し訳ないので、去年も今年も上陸を断念しました。来年こそ

久しぶりに遊びに行きたいです。 ちょっと前ですが、町長とか職員の横領みたいなニュースがあ

りましたが、しっかり正して、税金を正しく有効に使ってください。 

●毎年屋久島を思い出しながら、美味しくいただいております。これからも美しい島を守ってく

ださい。 



●素晴らしい大自然大好きです。応援しています。 

●屋久島の素晴らしい大自然大好きです。応援しています。 

●またいつか遊びにいきたいので、がんばってください！ 

●じゃがいも&ニンニク セットとても美味でした。段ボールを開けた途端、これが屋久島の匂い

か…と思うほど心地よい香りもして心も元気になりました。リピートです。宜しくお願いします。

●コロナが収束したら、訪問したいです。 

●屋久島縄文杉トレッキングに行ってから屋久島のファンになりました 

●素晴らしい場所です。 自然も文化も好きです。 

●屋久島はまだ行ったことがないので 一度は行ってみたい世界遺産の一つで、神聖な空気を思い

きり味わいたいです♪ 

●鹿児島市出身です。屋久島も応援してます。 

●コロナ禍で大変でしょうが､頑張りましょう。 

●昨日家族で旅行し、とても素敵な島でした。また行きたいです。 

●屋久島のすばらしい環境が守られ、皆が恩恵を受けられることを願っています。 

●毎回リピートしてます！ 炭酸水でわってますとてもおいしいです^_^ 

●子供の育成 

●屋久島を訪れとても楽しく過ごさせて頂きました 

●再び屋久島に行けるようになる日を心待ちにしています。 

●屋久島へは 3 回島で宿泊しております。特に岩崎観光ホテルで見た星の数と素晴らしい輝きは

立山の室堂の夜で見た時と同じくらい良かったです｡私の次女は既に年に 1 回以上 2 泊３日で屋

久島の宮之浦岳登山をいつも同じガイドさんにお願いいたしまて登山を楽しんでおります。来年

以降となりの種子島を旅行したいと思っております。 

●屋久杉の保全をお願いします。 

●貴重な自然環境を保全していただき有難うございます。 

●農業振興に期待しております 



●自然豊かな屋久島の映像を TV等で見ることもあり、一度は行ってみたいと思う魅力に満ちた場

所と思っています。日本中、コロナ禍でなかなか旅行もできない日が続いていますが、屋久島町

がふるさと納税も活用して子供たちが明るく元気に育ち、更に活力溢れる街に発展されますよう

祈念します。 

●いつも屋久島の自然の恵み、楽しみにしています。 

●昨年ダイビングに行きました。とても良いところでした。 たんかんジュースが気に入ったので

ふるさと納税させて頂きます。綺麗な海を守って下さい。 

●コロナが落ち着いたら是非一度旅行に行ってみたいです。 頑張って下さい 

●コロナの状況が明けたら必ず訪問します。 頑張りましょう！！ 

●一度は伺ってみたいと思っています。自然豊かな屋久島がいつまでも守られますように祈って

います。 

●また旅行で行ける時が来るのを楽しみにしています。 

●亡くなったばっぱが作ってくれた鯖節とらっきょうを合わせたのを食べるのが好きでした。 久

しぶりに食べたくなって申し込みました。 コロナで観光客が減って大変だと思いますが、頑張っ

て下さい。 コロナが落ちていたら一湊にまた遊びに行きたいです。 

●観光が厳しいと思いますが、応援しています。頑張ってください。コロナが落ち着けば必ず観

光しに行きます。ファイト❗︎ 

●屋久島の自然は日本の宝です。 自然保護に役立ててください。 

●この度は、微力ながら屋久島町の地域経済に貢献できることを嬉しく思います。 

コロナの影響で大変な時期ですが、頑張ってまいりましょう。美味しい三岳焼酎で元気を頂いて

います。ありがとうございます 

●コロナが落ち着いたら、家族で旅行を楽しみにしていま す。どうかご無事でお過ごし下さい。 

コロナに負けず頑張って下さい。 

●永田に住む友人が送ってくれたタンカンが素晴らしく美味しい。 遠方でなかなか会えないので

こちらから応援します。 



●高齢化が進み、地域を支えるのも大変かと思います。何かのお役に立てればと思い、毎年ふる

さと納税をしています。いつかコロナが落ち着いたら、実際に伺いたいと思います。お互いに、

頑張っていきましょう！ 

●屋久島の海に惹かれました。コロナに負けず頑張ってください。 

●昨年、初めて縄文杉トレッキング旅行でお世話になりました 宮之浦岳登山がしたくてまた 5月

に行く予定です 

●憧れの場所 一度は行ってみたい。 

●母が育った屋久島。伯父が住んでいる屋久島。なかなか行くことはできませんが、寄付をする

事で応援したいです。 

●屋久島の大自然がずっと守られて行きますように。 

●また昔のように島全体に癒されに伺いたいです。ずっと自然豊かな島でいてください。 

●GWに屋久島へ行きます！ 

●口永良部島復興のために使ってください。 

 


